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歴史の夜明け
全日本レガッタへの参入
風光明媚で穏やかな水面が広がる松島湾は、隅田川や琵琶湖と並んでボート発祥の地である。
昭和 24 年(1949)に実施された学制改革により、旧制第二高等学校が新制東北大学に包摂され
たことに伴い、二高端艇部も東北大学漕艇部に継承された。二高の先輩の皆さんは、「松島にエ
イトが戻ってきた」ことを大いに喜び後援を惜しまなかった。
それまで殆ど活動していなかった東北大学漕艇部は、昭和 25 年(1950)、全日本レガッタにフ
ォア部門で参入した。二高端艇部で鳴らした富永忠弘先輩が率いるクルーは、借り受けた老朽艇
を終始 32 のピッチで漕ぎ通し、早大や慶大などの強豪をなぎ倒して、初参加にして優勝すると
いう快挙を成し遂げた。
「勝った夜は優勝旗に包まって寝た。あんな気分のいいことはなかった」
と朝岡力先輩は語っている。
翌 26 年もフォアで準優勝し、27 年からエイト部門に参入したが、関東クルーの中でもビッグ
フォアといわれた東商早慶のレベルは極めて高く他を圧倒しており、本学は予選においても敗者
復活戦においても大きく水を開けられての敗退を続けていた。
本学の不振を尻目に昭和 28 年、堀内壽郎監督(二高先輩)の率いる北海道大学が、彗星のごと
く全日本選手権大会の舞台に登場した。北大は選手の身体に合わせて設計された軽量艇を駆って、
身体を大きく使ったストロークで準優勝を果たした。そして翌 29 年、奥でつかんだ水を軽快な
リズムに乗って一気に引き切る凄みのある艇速は他の追随を許さず、6 分 9 秒 9 という驚異的な
コースレコードを計時して優勝を遂げ、漕艇界に大きな衝撃を与えたのであった。

漕艇部存亡の危機
本学も猛烈な練習を積んで覇権に挑んでいたが結果は思うに任せなかった。先輩方々には戦績
不振も然ることながら、
「一艇一心」への取り組み姿勢など全てが歯がゆく、
「松島のボートを穢
すもの」と映ったのであろう。支援すれども結果を出せない漕艇部に対し、栄光燦然たる二高端
艇部の歴史を担って来られた先輩方々の堪忍袋の緒も限界に達していた。そして昭和 30 年、ま
たも惨敗の慰労会において、重鎮の先輩から「こんなだらしのない漕艇部などもう要らん。暫く
休部してはどうか」との『猛喝』が入れられ、漕艇部は全く追い詰められた状況に立ち至った。
重たい沈黙の空気が漂う中で、このクルーで唯一人の一年生・尾崎進が発言を求め「敗北の悔
しさを残してボートをやめたくない。何としてでも勝ちたい。あと一年だけ猶予を頂きたい」と
懇願した。その真摯な心を感じ取られた先輩から「その言葉で充分！」との許しを得て、辛うじ
て休部だけは免れた。しかし血を吐くほどの猛練習を積んだにも拘らず、翌 31 年も東都のクル
ーの歯牙にもかけられることなく、またもやレース初日で姿を消す結果となった。
この年はメルボルン･オリンピック大会に向けて、日本代表を決定する戦いが東大･京大･一橋
大･慶大の４校による総当たり制で行われた。高村仁一監督(二高先輩)が率いる京都大学は、慶
大との決定戦において熾烈なレースを展開した末に、僅か「一尺」という艇差で無念の涙を呑ん
だ。しかし京大が見せた鋭いストロークと迫力ある戦いぶりは、見る者に大きな感動を与えた。
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勝利への渇望
先輩方々から頂いた「猶予の一年」は瞬く間に過ぎ去った。他校を遥かに凌ぐ猛練習に裏付け
られた自信を以ってステッキボートにつけたが、発艇の旗が降りるや我が艇は他校の泡を追いか
ける予期せぬレース展開となり、対戦した早慶両校に２艇身以上の大差をつけられて敗退した。
どうしたらいいんだ！この敗戦は、クルーをさらに深い苦悩の淵へと追いやった。
この年の秋も深まった 11 月下旬、宮崎吉夫先輩の追悼会が仙台で催され、東京から砂原秀昭
先輩が臨席された。会が終了して数名の先輩方が二次会に行かれたが、まだ 4 年目の 2 年生で
いる毛利洋(現姓:青野)もその席に招かれ、末席で皆さんの話に聞き入っていた。酒杯が進む中で
砂原先輩が「どうだい、この頃は？」と声をかけて下さった。咄嗟に毛利は「はい、やはりコー
チを変えねばと思います。早稲田の人でどうかと考えたりしています」と思うことを申し上げた。
いくらボートの強化について呻念した結果とはいえ、一介の学生が既に決まっている指導陣の
人事に意見を述べ、しかも私学に人材を求めるなど、このクラブ組織においては反乱に等しい言
動である。しかし砂原先輩はこの言を咎めることなく、
「･･･そんならコウタがいいよ」とポツン
と言われた。この時の砂原先輩の「この一言」が、堀内浩太郎先輩と東北大学漕艇部とを結びつ
け、松島のボートが蘇る切っ掛けとなった天来の妙言であった。

曙光射す
毛利は早速姉歯安正先輩に手紙を書いて頂き、年明けの正月２日に尾崎とともに鎌倉の堀内邸
を訪問し「監督になってください」とお願いした。しかし堀内さんは「既に監督が決まっている
のに、自分が監督になるわけにはいかない」と固辞された。二人は漕艇部がおかれている状況や
真剣にボートに向き合い強いクルーとなって優勝を狙いたい等々、ボートにかける夢なども含め
藁をもつかむ思いで必死に懇願を続けた。そして遂に「富永監督のお手伝いならば」ということ
で、我々の指導を引き受けてくださることになり、低迷脱出への曙光が射し込んだのであった。
暫くして塩釜艇庫に来られた堀内さんは、クルーに対して次のように語られた。
『ボートを速く走らせるためには、合理的な漕法技術が必要だ。しかし技術がいくら上達して艇
速がでてきても、レースに勝てるものではない。勝利を奪い取る強いクルーの闘志との相乗効果
が勝者と敗者の分かれ目となる。私の居住地との関係からクルーとの接触時間は限られ、全てに
亘って指導することはできない。私は技術面のコーチを引き受けよう。クルーの闘争力の結集は、
クルーでやってもらいたい』― かくして新しい指導体制の下に、新しい活動が展開されること
となった。
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昭和３２年度

（１９５７）

― 目覚めた図南の鵬翼 ―
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準決勝戦 ― 東大との一騎打ち
記者評
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年間活動一覧

秋季合宿

冬季合宿

春季合宿

東京合宿

11/01～11/14

12/01～12/26

02/28～03/24

03/27～04/07

乗艇練習

乗艇練習

エイトメンバー決定

堀内コーチ指導開始

フィックス・ペアでの基

フィックス・ペアでの基

(2/28)

キャッチは脚で

礎練習

礎練習

エイトでの練習開始

脚･上体･腕の三力合成

参加者：14 名

北大と定期戦開設の打

閖上遠漕

鍋蓋回しのストローク

合わせ (塩釜)

東大・根岸監督、京大･
高村監督から漕艇競技
の講義と個人別指導を
受ける．

１４ 日

２６ 日

塩釜合宿

札幌合宿

04/15～07/14

07/17～07/21

２５ 日

１２ 日

東京合宿

戸田合宿

08/01～08/18

08/19～08/25

石巻遠漕

第 １ 回 北 大 定 期 戦

堀内監督の密着指導

全日本選手権レガッタ

海上運動会

(7/21)

写真画像での漕姿分析

高村監督評：全体として

艇 速 グ ラ フ での 戦 力 分

良く水を掴めており艇

析

速にムラがなく期待で

京 大 ク ル ー の漕 姿 研 究

6’27”3（敗北）
堀内壽郎先生評：この戦

(ﾌｨﾙﾑ)

い の 勝 者 が 全日 本 選 手

きる

権の覇者となれ．技術的

早大を破り準決勝に進

には見るべきものなし．

出せるも東大に敗北
(1-1/2L)
最高計時：6’37”0 (準決)

９２ 日

（注）

５ 日

１９ 日

７ 日

以下に記述する年間活動において【】で括った見出しの事項は、堀内コーチによる指導事項であ
ることを示す。

昭和３２年度（1957）
― 目覚めた図南の鵬翼 ―
クルーの編制
堀内コーチを迎え、富永監督の下に新たな指導体制が組まれ出発することとなった。
当時は、工学部の後期課程では実験の時間が多くなり、練習時間が思うように確保できなくな
ることから、３年になると現役を退く人が多かった。
32 年度も漕手と舵手の３名が艇を降りたため、レース経験者は３名となり、大部分を新人で補
わなければならなかった。来る日も来る日も新入生を追って口説き落とし、４名だけは確保でき
たがどうしても１名足りない。このような状況から、2 年間クルーを降りていた毛利がカンバッ
クすることとなった。彼は「これまで何年も漕いできたが、思うようなオールが引けていない。
もう一度納得のいくオールに挑戦してみたい」との意気を以って現役に復帰した。
最終的にエイトのメンバーが決まったのは、学期末試験が終わった２月末であった。何とか８
人は揃えたが掻き集めた新人は、身長はあってもヒョロヒョロだったり、がっちりしていても身
長がイマイチなど、どん底から這い上がらんとするクルーにしては何とも頼りない。しかし実績
のないボート部に学生を惹きつける魅力はなく、贅沢は言えずこれで闘うしか道はない。
先輩方々から「一年の猶予」を頂いた尾崎にとってもこの年が勝負だった。このクルーで新しい
指導を受け、何としても結果を出さなければならない ― との使命を負っての出発であった。

春季東京合宿
【目からうろこの漕法講義】
３月下旬から約２週間、尾久で東京合宿を行い、本格的に堀内コーチの指導を受けることとな
った。練習の開始に当って堀内コーチは、ボートに取り組む心構えを次のように述べられた。
『これから並み居る強豪校と戦っていくからには、当然優勝を目指して取り組んでいく。しか
し優勝は少々の努力で勝ち取れるものではない。毎年決勝戦を戦えるだけの力を保持し得ている
中で、優勝するに必要な条件が揃った時に優勝できるのである。しかし、一定のレベルを保持す
ることは並大抵のことではない。
そのためには、歴年の努力の積み重ねに立ったクルーの創意と飽くなき勝利への闘志が要諦と
なる。そしてその根源となるのが合宿生活である。ボートを縁として集まった仲間が、心を一つ
にして目的達成に向けて邁進する。そこに形成される人間関係が、さらに大きく人の輪を広げて
いくことが、ボートマンとして非常に大切なことである。充実した合宿生活を期待する』
ボートに取り組む基本的な姿勢をこのように説かれた後、漕法について講義をしてくださった。
堀内コーチは、まずローイングボートはどのように走るのか、どのように加速されどの様な抵
抗を受けて減速するのか ― ボートの走航特性を説明された。そのため漕手は艇にどうやって速
度を与え、減速をどのようにして最小限に食い止めるか、どのように艇を走らせていくのが理想
的なのか、いわば「ボートの科学」を分かり易く説明してくださった。
ボートを上手に漕ぎより速い艇速を生み出すために、脚、上体、腕のもつ筋力をどのように使
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っていくのか、極めて科学的･合理的な視点から説かれる漕法の体系的な説明は、新鮮な驚きをも
って受け止められた。漕手側からの見方だけでなく、艇の側からの見方との両面から追求してい
く漕法は、我々にとってこれまで考えたこともない斬新な発想に基づくもので深い感銘を受けた。
また強いクルーとなるためには、自由闊達な気風の下に練習には真摯に取り組み、
「楽しく漕ぐ」
ことを追求すべき必要性を説かれた。聞くこと全てが大きなカルチャーショックの連続だった。
低迷から抜け出せなかったこれまでの時代では、コーチから指摘される課題に対してとにかく
一本でも多く漕ぎ込んで、各自で改善を模索する練習を重ねてきた。漕姿を視認できる機材はな
く、どうやって漕ぐのか、どうすれば艇を速く進めることができるのか、イメージが掴めないま
まに課題の修正を求める模索の毎日であった。そのような中で、当時最高レベルにあった東大の
整調が腕を使ってキャッチしているのを見て、
「この漕ぎ方を学ぼう」と取り入れたこともあった。
合宿生活は大らかで自由な雰囲気があったが、水上では努力の方向性がつかめず、
「とにかく漕
いで活路を見出す練習」の単調性は否めず、ローイングの楽しさなどは望むべくもなかった。
堀内コーチの「楽しく漕ぐ」― このイメージこそ伝統の重い呪縛から脱却し、明るい未来への
挑戦を掻き立てる“清新な教え”であった。

【キャッチは脚で】
艇を速く進めるためには、オールでつかんだ水を平らに一気に漕ぎ切ることが要諦である。そ
のためには水をキャッチしたら水流よりも速く引かなければならず、跳ね返りのスピードが必要
となる。すなわち脚の蹴る力がキャッチの良否を決めるのである。腕だけでキャッチしたり、上
体を起こしてキャッチすると、オールを引き切るバックスピードがつかないため、オールに押さ
れて上体が倒れこむことになり、艇への加速は極めて鈍いものとなる。
現在の漕姿は、まだ足腰の力が弱いため跳ね返りのスピードがつかず、腕を曲げたり上体を起
こしてのキャッチであり、水を押すレンジが短く力も弱い。すなわち、脚、上体、腕の三つの力
を同時に作動させているのである。この三力を分離して作動させていく必要がある。
脚の持つ力とスピード、力の強い上体および力は弱いがスピードのある腕、それぞれの特性を
活かして艇に推進力を与えることがローイングの基本である。

脚が作動している間は、その働きを妨げないよう腕や上体はリラックスさせておく。脚の働き
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が終わる頃、脚力によって飛ばされた上体のストロークによってローイングレンジを伸ばす。そ
して上体の役割が終わる頃、腕をシャープに引きつけ上体の残存バックスピードを吸収し、水を
押し切るのである。

【鍋蓋を回せ】
ローイングのイメージは、鍋の蓋を速く回転させるときと同じである。
把手のゆるくなった鍋の蓋を垂直に持ち、この蓋を速く回転させようとすれば右手で蓋の縁を叩
くだろう。こうして回転を始めた鍋蓋をさらに加速するためには、回数多く縁を叩いていく。
しかし今のクルーは、右手で鍋蓋をつかんでは廻し掴んでは廻すのと同じ漕ぎをしている。
これでは、艇を止めては漕ぎ止めては漕いでいる状況なので、なかなか艇は走らない。
鍋蓋のイメージとは、つかんだ水を一気に引き切り漕ぎ放つスピードに乗ったローイングであ
り、鍋蓋の縁を叩くが如く、間断なく艇を加速していくことである。見方を変えれば、キャッチ
でブレードを水中に固定し、梃の原理で艇を進めるわけであり、ブレードをしっかり水中に固定
できないと艇はうまく走らないのである。

【ギャザーリング】
強い推進力を生み出すストロークは、ブレードがしっかりと水を捉えることから生まれてくる。
そしてしっかりと水を捉えるためには、フィニッシュし終わってから次のキャッチまでのフォワ
ードにおいて、上手に水を掴み飛び返れる体勢を作る「ギャザーリング」がスムーズに出来なけ
ればならない。リーチの不足、キャッチ前での上体の突っ込み、ブレードのスカイアップ、上体
の起き上がり、ブレードの戻り、腕でのキャッチ、尻逃げ等々のいろいろな現象は、全てギャザ
ーリングの悪さに起因したものであり、有効なストロークを引くことを阻害する要因である。
8 人揃ってスムーズなシットバックから柔らかいフォワードに移れるようになれば、自ずとバ
ランスも良くなっていく。従って次のストロークに向けてのギャザーリングには、最も神経を集
中してもらいたい。

【強豪校の漕法を学ぶ】
堀内コーチの「標準的な国立大学系の漕法を学ぶ」という目的で、京大の高村仁一さんからボ
ート競技と漕法についての指導を受けた。高村さんはボートの解説に続いて、選手一人ひとりの
手をとって引っ張り合い、脚・腰・腕の効率的な使い方について指導してくださった。
「引き始めに肘･肩に力が入っている」
「脚が弱い」
「上体で引くな」など指摘され、選手が感覚
をつかむまで懇切丁寧に教えてくださった。
「キャッチは脚で掴め。そのためには“腰のボルトを
締めろ”
」―「腰のボルト」は、以後キャッチを決める上での共通イメージ語となった。
さらに東大の根岸正さんからも、ボートに関する有意義な講義をして頂いた。東工大の伊藤淳
監督(二高先輩)も臨席された。根岸さんは、
「ボート競技を進歩させるためには、以下の三つの課
題に取り組む必要がある」として話を進められた。
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①

訓練により解決できる身体的課題

②

技術研究（漕法）の課題

③

艇など機材開発の課題

当時はあまり取り上げられていなかった、スポーツ生理学的な側面からの心肺機能の強化や筋
力増強の必要性を説かれたのが印象的だった。また漕艇トレーニングとしては、インターバル･
トレーニングや力漕短漕などが、筋肉の発達には効果的であるとのことであった。

練習の展開
他校のクルーを初めて見る新人たちには、どこのクルーも強そうに見えた。我々はローイング
ボートのもつ特性を知り、上手にボートを走らせるためには合理的に持てるパワーを使うことを
学んだ。このような科学的な発想に立つ漕法に習熟し、勝てるクルーになっていきたい。
しかし指導されたことをなかなか表現することができず、キャッチ前での突っ込み、ブレード
のスカイアップ、上体の起き上がり、二段漕ぎ等々の初歩的な注意が絶えない。殊に体力もなく
漕艇に不馴れな新人は、思うように身体を動かすことができない。
「二段リズムを解消するため、キャッチで強く脚を蹴り、ストロークの後半は軽く抜くように」
との指導を受けるが、水にオールを入れては抜くのが精一杯で、ローイングには程遠かった。
フルリーチの姿勢から、脚を蹴って跳ね返れるような身体のギャザーリングができないことに
大きな原因があるようだ。とにかく各人がバラバラに動いている感じで、バランスが悪くギャザ
ーリングどころではないのが現状だ。
「フォワードはゆっくり、柔らかく！」 ― ストロークペア
から頻々と注意が飛ぶ。ペア漕ぎやフォア漕ぎで基本的なボディワークとブレードワークの統一
を繰り返し、シートがスタートするタイミングを合わせることに時間をかけた。
どす黒い隅田川の水を浴びながらもバランスが取れてくると、８人で漕ぐ楽しさが出てくる。
川を漕ぎ上って荒川に出たり、下って千住の“お化け煙突”の変化を見て随分漕ぎまくった。
東京合宿の最終日に、堀内コーチは今後の努力方向について次のように話された。
『コーチが見られる時間には限度がある。自分で考えいろいろトライしていくと上達する切っ掛
けが掴めるので、一本一本を研究しながら漕ぐことを心掛けてほしい。フォワードからキャッチ
に移る際、脚がフルリーチになって跳ね返る瞬間が脚のクライマックスである。蹴ってから後の
みが脚の仕事ではなく、ギャザーする前から脚は使われていることに注意してほしい。奥の水を
掴むということは、オーバーリーチするということではなく、フォワードエンドでもっと早目に
ブレードを水に入れロスをなくすことである。現在のオールは空中にデッドポイントがあるので、
ブレードをもっと水面に近づけて脚蹴りとのタイミングを合わせてほしい』

環境変化を求めて
定期戦の開設
我々は塩釜艇庫で合宿し、塩釜漁港の奥から航路標識灯台のある地蔵島までの 2500ｍの海域を
主練習場とし、荒天時は貞山堀を遡って黙々と練習に励んでいた。力量を試す練習相手はなく、
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島巡りの観光船や漁船をライバルと仮想する以外に方法はない。年に一度の晴れ舞台に向けて戸
田に入るのはレース一週間前であり、初めて他校の姿を目の当たりにする状況であった。
こんな練習環境を変えたい。全日本選手権までの中間にレースがありピークをもてたら、レベ
ルアップへ大きな励みとなるとともに、夏の大会への組み立てに益することになろう。相手とし
て北大はどうだろう。このように思考した毛利は手島貞一先輩に相談したところ、
「やってみろ、
お前手紙を書け」との言を得て北大に対校戦開設の申し入れを行った。31 年秋のことだった。
さまざまな経緯を経てこの年の暮れ、北大から江上孝恭・萩原健二の両君が塩釜艇庫に来てく
れて、
「対校戦」実現に向けての細部打ち合わせを行い、初回は札幌で行うこととなった。
さらに北大の東克彦副部長と堀内コーチがストーブを囲んでビールのジョッキを重ねていた時、
両校のレベルアップを図る話から「定期戦として早慶戦のような息の長いレースにしよう。それ
を踏み台として、全日本レガッタの覇権を握ろう」との約束が為され、両校の定期戦が開設され
ることになった。

塩釜での苦闘
東京で指導を受けた事柄を習熟していこうと合宿に入った。
しかし引き終わってからフォワードに移りフルリーチに至る間のバランスが極めて悪い。フォワ
ードに入った時からストロークが始まるのであるが、各人のギャザーリングがマチマチなためか
フルリーチでの上体が固くキャッチがうまくできない。
合宿日誌によると、
「ギャザーリングの悪いときは、ストロークに移ると直ぐリアレンジの必要
性に迫られ、二段漕ぎや腕で手繰ってのキャッチになる。従って、ブレードインと脚のドライブ
との連動性の良し悪しは、すべてフォワードエンドでの無理のないギャザーリングにあると考え
ねばならない」とあり、上手に水を掴むためのスタートをギャザーリングにおいていた。そのた
め集中してペア漕ぎやフォア漕ぎを行い、フィニッシュからハンザウェーにかけてのメトロノー
ムの起き上がりと柔らかなフォワード、脚がストンと艇を蹴り戻せるようにギャザーしていくこ
とに注意力を集中させての練習を繰り返した。しかしそれでもリーチの不足、キャッチ前の止ま
り、オールの叩き込み、腕を使ったキャッチ等々、初歩的な技術課題のオンパレードであった。
とにかく脚でキャッチするためにはリーチが伸びなければならず、バランスが取れなければ全
てのぶち壊しになる。部分漕とパドル漕とを組み合わせ、引き終りからフォワードエンドに至る
間のタイミングの統一に可なりの時間をかけて練習した。その結果、８人揃っての鋭い艇の蹴り
戻しには至らないまでも、どうにかバランスが取れるようになったことから、やっとエイトらし
さが出てきた。後はこの感じを 2000m に延ばすことだ。
北大との定期戦が近づいてくる。クルーは艇を速く走らせることに集中し、柔らかいフォワー
ドからの跳ね返りに励んでいった。

第一回北大戦
昭和 32 年 7 月、我々は希望に満ちて津軽海峡を渡り、北海道の広大な天空の下、爽やかな風
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渡る茨戸湖に艇を浮かべ北大との戦いに備えた。
使用艇は、北大から借用した『寿』である。この艇は、北大が堀内壽郎先生の指導の下、全日
本選手権レガッタで優勝した時の由緒あるものだった。しかしこの艇の設計体重よりも、我々の
体重が可なり重かったため艇の喫水が沈んだこと、大型のミドルフォアではフィニッシュしたと
き艇の強度を保つバーに腰骨が当り痛くて漕げないなどの問題があった。また建造してから年数
が経っていることもあって“ねじれ”がひどく、可なり修理をしたが漕ぎにくかった。
スタートおよびダッシュはうまく決まり二段でコンスタントに落す。強い横風で波が高くバラ
ンスが取りにくいが、ストロークは安定しており拮抗していた。ハーフを過ぎて双方スパートを
かけ引き離しにかかるが差はつかず 1500ｍを通過、このあたりから漕ぎが小さくなりジリジリと
先行され、スパートが遅れたこともあって 3/4 艇身差で敗北した。
堀内先生から「これからは、この定期戦を制するものが全日本選手権を制するようになってほ
しい。そのような意味から、今日のレースには見るべきものは何もない」との講評を頂いた。
① 北大

6’27”3

② 東北大

3/4 艇身

今年こそ勝利を
課題の克服
いよいよ全日本選手権大会に向けた最終合宿に入った。
北大には敗れたが、曲がりなりにもシットバックができて、レースではそれなりのリズムが出て
いたが、練習を始めてみるとまた元の状態に戻ってしまっていた。堀内コーチは ････
『シットバック(sit-back)とは、引き終わって“止まる”の意ではない。メトロノームの動きを思
い出して欲しい。あのゆったりとした淀みのない自然な起き上がりの感じなのだ。キャッチでの
猛烈な脚蹴りによって与えた上体のバックスピードを、鋭く腕を引きつけて吸収するのだ。
すなわち、脚の蹴りと上体のスウィングで与えられた“頭+肩+胸のイナーシャ(inertia)”を、
腹筋を使わずに腕の引付で吸収し、さらに上体をふわりと前に戻す、この一連の上体の動きを意
味する言葉である。従ってシットバックは、
「正確な水の掴み+脚のドライブ+上体のスウィング」
を前提として強い腕の引きが行われた時初めて可能となるのである』と説明された。
コーチボートからは、
「フィニッシュを撥ね上げるな」
「水を押さえ込め」
「シュートハンドする
な」
「もっとシットバックを！」との注意が繰り返される。さらに「ローイングは“引く”という
感じではない。
“ヒット”する感じで漕げ！」
「ボルトを締めろ！」との叱咤が飛ぶ。
クルーも「フィニッシュからフォワードに移る動作を柔らかくスムーズにしたい」と懸命だ。
30 本パドルでは何とか表現できるようになった。しかしロングになると後半はズルズルと落ちて
いく。これではレースにならない。
短漕でできるローイングをフルコースに延ばさなければならない。それからはロング中心の練
習に明け暮れ、無駄な力が抜けたせいか柔らかさが出てきて艇が滑るようになってきた。ここで
再びスタート練習に戻り、鋭い飛び出しの練習に入る。スタート―スタ力―セトルダウン―コン
スタント漕の泡開けとリズム―これまでに積み上げてきた練習の集大成として、レースをイメー
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ジしての艇速に熱がこもる。
「セトルダウンの一本目、もっとシットバックしろ！」
「フォワード
を抑えろ！」― 次々に現れる課題を一つひとつ克服して戦闘態勢を整えていった。
尾久から戸田に移る前日、隅田川でレースコースを引いた。
スタート・スタ力は 60 点、セトルダウンしてシットバックの感じがよく艇足が伸びる。ハーフ
でピッチ 40 のスパートを入れ艇速快調、フォワードの感じがべら棒に良い。ラストは“脚蹴り”
から徐々にピッチを上げてのスパート、前半よりも後半のほうが安定していて良好だった。

戸田の水には慣れていない。コースでの練習は、クルーとしては全然快調には漕げていない。
これは艇速に身体の動きが追いつけなかった為かもしれない。
堀内コーチからは『キャッチで水をガップリ掴むため、ストロークが鈍い感じだ。したがって
少しローイン気味にして一気に引き、フィニッシュは適当なところで切って、ヒットの感じを出
すこと。バウペアは 200m 毎に“脚の蹴りと腕の引き”の注意を喚起せよ』との最終注意が為さ
れた。そして「どうやら一流クルー、非常に楽しめそう」との感想を漏らされた。
レースの前日コースの岸に艇を寄せ、京大の高村さんから各人への注意を頂いた。共通して言
われたことは「腰のボルトを締めよ」
、および上体の起き上がりの早い漕手には「膝にカゲロウが
立つ」であった。そして最後に「全体としてはよく水を掴めて艇速にムラがない。極端に落ちる
ことがなければ、良いタイムが期待できる。京大クルーと相まみえるだろう」との評価を頂いた。
最後の練習―「スタ力 30 落として 20！」 柔らかく伸び戸田入り以来最高の艇速を味わった。

【艇速グラフ】
レースが近づいてくると、他校もレースコースを引くようになる。それぞれがマークするクル
ーの調子を掴もうと、各校のスパイが暗躍することとなる。
堀内コーチから、100ｍ毎のラップタイムを計時し、これをグラフに描いてそのクルーがどの
ような走り方をしているかの説明を受けた。このグラフを見ると、前半は滅法速いが後半はスピ
ードが可なり落ちるクルーとか、それほど鋭い艇速ではないが後半も余り落ちないクルーとかが
良く分かる。これら他校のグラフに我々のグラフを重ねると、それぞれの走り方の特性が良く見
え作戦が立てられる。
そして漕手の立場としては、
『500ｍまでの第１クオーターは「スプリント期」、第２クオータ
ーは「スタミナ期」
、第３クオーターは「スピリット期」
、そして最後の第４クオーターは「スパ
ート期」― という各クオーターのテーマを意識して漕ぐ』ことを指示された。
「こういう分析の方法があるのか！」―初めて艇速グラフに接して深い感銘を受けた。

スパイマネージャー
このような艇速分析は、他校では行われていなかったようだ。我々のスパイは、マネージャー
が中心となって担当した。他校のスパイは 500ｍ毎のラップタイムしか取っていなかったが、我々
のスパイは 100ｍ毎に取っていくため、いろいろな工夫をしていた。当時のコースサイドは未舗
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装の凸凹道で、自転車ではこの上なく走りにくい。またストップウォッチは、現在のようなラッ
プが取れるものはなく一針計だ。このような条件の下で、わがスパイ陣は並々ならぬ頑張りを見
せ、他校の戦力分析に貢献した。
彼等は首から大きなボール紙を胸にかけ、艇がスタートするといち早く 100ｍの標識に走って
通過タイムを取り、マジックで素早くボール紙に書きつけ、全力で艇を追いかけ追い抜いて次の
標識で計時する。これをフルコースの場合 20 回やるわけだ。ある男はコース際の畑に突っ込ん
だ。畑には肥料として人糞が撒いてあったから堪らない。全身がまみれてしまった。とに角わが
スパイ陣の根性には感服した。

全日本選手権レガッタ
予選 ― 早大を破る
斜め追風が強く、舳が振られて各艇の発艇準備が揃わず、緊張の時間が長い。一瞬のタイミン
グでスタート。うまく飛び出しスタートダッシュからコンスタントピッチに落とし、いつもより
高めのピッチながら一本一本のオールの強さでリードを奪い、気持ちは落ち着いてきた。500ｍ
で学習院大に１艇身、早大に２艇身の差をつけ、さらにリードを広げながら 1000ｍを通過。その
後学習院大が猛然とスパートしやや差を詰められたが、終始相手の背中を見ながらのレース展開
だったので、あわてることなく２艇身差で勝ち抜いた。不調だったとはいえ、早大に大差をつけ
東京のクルーを破ったことが嬉しかった。毛利は「やっと納得の行くオールが引けた」と喜んだ。
① 東北大

6’44”6

② 学習院大

2 艇身

③ 早稲田大

4 艇身

準々決勝戦 ― 商船大を逆転
準々決勝戦の相手は商船大ＡおよびＢ。スパイ陣の計時によって作られた艇速グラフを前にし
て、堀内コーチから次のようなレース展開上の注意を受けた。
「商船大は前半が強いので、1000ｍまでは約１艇身リードされる。しかし相手はそれ以後艇速が
落ちるので 1300ｍまでに並ぶはずだ。従ってハーフまでに１艇身以上離されないようにしなけれ
ばならない。ウチは 1500ｍを過ぎると艇速が鈍るので、ここで短いスパートを入れ皆で声を出し
ての踏ん張りどころだ」
スタート―案の定スルスルと商船大が先行、セトルダウンしたときには既に半艇身のリードを
奪われ 500ｍを通過。この時土手から堀内コーチの「予定通り！」という大きな声を聞く。
「よし、
これでいいんだな」
、落ち着いてこのままのリズムで漕いでいけば捕まえられる。700ｍあたりか
らジリジリと差を詰め 1000ｍで並びここで 20 本スパートをかけて１艇身のリードを奪う。この
スパートは非常に苦しかったが、一気に勝負をかけた効果として大きく差をつけたことからリズ
ムに乗り、ラストスパートで２艇身にまで差を拡げた会心のレース展開で準決勝に進出した。
① 東北大

6’37”0

② 商船大Ａ

2 艇身半
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③ 商船大Ｂ

4 艇身

準決勝戦 ― 東大との一騎打ち
決勝進出をかけて東大との一騎打ちだ。スタートはうまく決まりスタートダッシュから落とす
時にはカンバスほどリード。しかしコンスタントへの落としがかなり低くオールが合わない。力
一杯漕ぐも軽快なリズムに欠け、東大にジリジリと詰め寄られ 800ｍ付近でついに並ばれた。
1000ｍでの 20 本スパートもあまり効かず艇速が伸びない。逆に東大にスパートをかけられて
１艇身リードされ、何とか追いつかんと早めのラストスパートで追漕するも及ばず、１艇身半の
差で涙を呑んだ。
① 東京大

6’32”4

② 東北大

1 艇身半

記者評
慶大の勝因は、オリンピックを経験した選手を中心に、他校に倍した鍛錬の賜物だろう。重量
クルーにも拘らず無理のない漕法で、見事なまとまりとブレードワークを見せた。熟練度の高い
強いクルーで、その「引き」の強さの根源は、柔軟な身体と無理のない漕ぎ振りに求められる。
今年は東北大、東工大などの進出が目覚しかった。いずれもキャッチで確実に水を掴み、ブレ
ードを深く速く引くというローイングの基本を心掛けたからで、中大がよく決勝に出て東大を抑
えたのも、とかくせせこましく縮まりがちだった動きを修正して、水中の引きに活路を求めたた
めであろう。

次年度への課題
どん底の成績から抜け出せず、漕艇部存立の淵に立たされていた危機状態に、堀内コーチのご
指導を得て早大や商船大を破り、準決勝戦で東大と対等に戦うなど、これまでには考えられなか
った大躍進を遂げた一年であった。
「やればできる！」― クルーにも支援の先輩方々にも、明日
への明るい希望が一気に膨らんでいった転機の年となった。
振り返ってみると、昨年 11 月から開始した今年の活動も、フィックスやタブペアでの乗艇練習
を経て、エイトメンバーが確定したのは２月であった。そして東京合宿で堀内コーチの指導の下、
エイトでの本格的な練習に入ったのであるが、基礎体力ができていないことにも起因して、初歩
的な漕法技術の習得に多くの時間を要してしまった。
このようなことから、今後はエイトメンバーの決定を早めて、秋から冬にかけての期間に体力
の増強と身体の柔軟性･敏捷性･瞬発力の強化を重視する必要がある。コーチの指導事項を理解し
それを表現しうるか否かは、多分に身体能力に関係している。初歩的な漕法技術の習得を早め、
そのレベルアップに十分な時間がかけられれば、さらに上位への展開が開けてくると信ずる。
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【対校クルーの陣容】
監督 ：富永 忠弘

Ｃ

神戸 和雄 (教２)

コーチ：堀内 浩太郎

Ｓ

毛利 洋 (農４)

香川 謙

７

斎藤 実三 (経３)

選監 ：近田 達夫 (文２)

６

尾崎 進 (農３)

主将 ：毛利 洋 (農４)

５

及川 忠昭 (文３)

４

神保 昌平 (工２)

３

児島伊佐美(法２)

２

千葉 建郎 (経２)

Ｂ

島田 恒夫 (法２)
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年間活動一覧

秋季合宿

戸田合宿

塩釜合宿

東京合宿

10/20～12/14

12/15～12/25

02/06～03/21

03/22～04/13

早朝・週末乗艇練習

乗艇練習

エイトメンバー決定

漕法理論の解説とイメ

筋力強化（隔日,ジム）

ナｯクルフｫアでの基礎

3･4 年生で再編成 (3/11)

ージの徹底

柔軟性･敏捷性・瞬発力

練習

艇速の加速度測定

強化の陸トレ

参加者：１５名

８mm 映像での漕姿分析
スクラッチレース

５６ 日

１１ 日

４４ 日

２３ 日

塩釜合宿

塩釜合宿

東京合宿

戸田合宿

04/14～06/22

07/12～07/22

07/23～08/17

08/18～08/24

尾崎主将腰痛悪化で降

覇権を目指す練習開始

朝 日 招 待 レ ガ ッ タ

全日本選手権レガッタ

艇．新人で補充 (4/14)

強力な脚力でのキャッ

(7/27)

最高計時：6’13”4 (予選)

第 ２ 回 北 大 定 期 戦

チ

決勝進出ならず

東大を破るも準決勝で

(6/22)

ボディスピードの強化

３週間の勝負

慶大に叩かれ敗北

計時：1’37”

超重量の漕ぎ込み

優勝ﾀｲﾑ：6’06”2 (慶大)

スタートの徹底訓練

「実力第２位」との評価

６’25”8 (勝利)
直前計時：1’27”，3’07”

を受ける

６９ 日

（注）

１１ 日

２６ 日

７ 日

以下に記述する年間活動において【】で括った見出しの事項は、堀内監督による指導事項である
ことを示す。

昭和３３年度（1958）
― 異彩を放つ陸奥の新星 ―
基盤形成への模索
クルーの編制
この年から堀内浩太郎先輩が監督に就任され、引き続き指導してくださることになった。
前年のクルーから２名が艇を降りるので、その補充は比較的やりやすい年であった。しかし選
手層を厚くしていくために７名の新人を獲得し、前年よりも早く 10 月中旬から活動を始め、塩
釜での合宿に入った。
1 月に入り「どうやったら強いクルーになれるか」の議論を深めた結果、「理工系も４年まで
漕ぎ技術･経験を活かす」との結論に達し、クルーを組み直すこととなった。これは従来の慣行
的なクルー編制の考えから脱却して、真剣に覇権と向き合うクルーを志向する、これまでにな
い発想の転換である。この結論に基づき、前年は降りていた漕手２名と舵手がカンバックする
こととなり、経験者だけで編制したこの年のクルーが３月になってスタートした。
このため、秋以来合宿練習を続けてきた新人は、財政的制約から「ジュニアクルー」として
共に合宿することが出来ず、一先ず合宿を解くという苦渋の選択をせざるを得なかった。
春の東京合宿を終えた時点で故障者が出て、急遽新人を補充して再出発することとなった。
この年は、これまでのレベルを脱して一層の飛躍を図るためのクルー編制を模索するとともに、
期中に生じた故障者への対応を迫られるなど、大きな課題に直面し克服してきたのであった。

秋季・冬季合宿
秋季の合宿では、基礎体力の増強に意を注いだ。日が短くなったので乗艇練習は早朝および
週末に行い、夕刻の時間は専ら陸上トレーニングに充当した。
体育の北村先生の紹介で、運動生理学を専攻され仙台でトレーニングジムを開いているマー
チン先生の指導を受けることとした。先生は、各人の体力を測定した後個人別のトレーニング・
カリキュラムを組み、定期的に効果の測定を行い進展状況に合わせて指導してくださった。学
校の帰りにジムに行き、トレーニング(隔日)して艇庫に帰るという自己管理方式だ。トレーニン
グ機器が揃っていることと適切な指導とによって、２ケ月間で驚くほど基礎体力が増強した。
さらに筋力にスピードをつけ身体の柔軟性や瞬発力を高めるため、仙台二女高の阿部先生に
サーキット・トレーニングの指導を受けた。当時はバーベル等の機器がなかったので、お互い
の体重を利用してのトレーニング方法を開発してもらった。マットを使いながら、脚･腰･膝･腕･
背筋･腹筋等を強化するトレーニングを連続して行うのは可なりハードだ。
これらのトレーニングによって、出艇練習は不足したものの基礎体力の強化に時間をかけた
ことから、以後の練習効果の向上にある程度寄与したものと思われる。

当時の本学はナックル艇を保有しておらず、小艇はタブペア一艇のみなので新人の基礎練習
には事欠く状況にあった。そこで練習効果を高めるため、12 月半ばから東京に出てナックルフ
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ォアを使って基礎練習を行い、堀内監督から指導を受けることとした。戸田で他校から二艇借
りて漕ぎ込んだが、安定したバランスの艇なので新人の基本技術の習得には可なり有効であっ
た。前年を経験した選手が４名、新人７名が参加した。

漕法講義（春季東京合宿）
高学年生でのクルーに組み替え、33 年度のエイトメンバーが塩釜艇庫に集結して練習を開始
したのは、3 月 11 日であった。強豪校に比べれば、可なり遅い立ち上がりとなった。組んだク
ルーは、４年生５名、３年生４名であり、上級生はいずれも体力に優れ半端じゃない気力の持
ち主たちであった。しかし予期していたことではあるが、工学系の研究実験は春休みでも行わ
れていることから、乗艇練習は早朝と週末に限られ、練習時間は極めて少ない。
３月下旬から約３週間、東京合宿を行った。この合宿で堀内監督は艇に加速度計を乗せ、走
航状態を自記した記録紙をもとに「漕手がどのように艇に速度を与え走らせているか、合理的
な加速のために漕手はどのような漕ぎ方をすべきか」について講義してくださった。

【摩擦抵抗との戦い】
エンジンで動く船は、スクリューの回転で継続的に推進力が与えられる。しかしローイング
ボートは、人力で断続的に推進力を与える。従って漕ぎ終わった時がトップスピードであり、
次のストロークで加速するまでの間は減速していく。艇が受ける抵抗には、摩擦抵抗、造波抵
抗および空気抵抗等があるが、中でも一番大きいのが摩擦抵抗だ。
（約 80％）
この抵抗は、艇速の自乗に比例する。
端的に言えば、前半を４の速度で走り後半を 2 の速度で走る艇(A)の抵抗は(42＋22)×1/2＝10 で
あり、前半後半を等速の 3 で走る艇(B)が受ける抵抗は、(32＋32)×1/2＝９である。平均速度が
同じであるにも拘らず、等速で走る艇の方が水から受ける摩擦抵抗は少ない。この両艇が拮抗
して競漕するとき、抵抗を多く受ける A 艇は B 艇よりも 10％多くのエネルギーを投入しなけれ
ばならず、エネルギー消耗量の多いＡ艇は次第に艇速が鈍り両艇の艇差が開いていく。
レースにおいて、コンスタントピッチでジリジリと離されていくのは非常に応える。やむを
得ず体力の消耗を冒してスパートを入れるが、追いついてもまた離される。一本一本の強い漕
ぎで、終始等速で走らせるのが理想だ。どうやって強いオールを実現するか？

【８人揃って蹴り戻せ】
キャッチは、腕やボディでオールを漕ぎ込むのではない。フォワードエンドで艇を蹴り下げ
て、脚のストロークを使って水を掴むのである。
キャッチについての理論的な説明は、157 ページの漕艇論文「ブレードが水に引っ掛かる位
置で艇速は決まる」に詳述されているので、こちらを参照されたい。
水を掴むキャッチの時に必要なブレードの加速に対する貢献度は、
「脚の蹴り」によるものが、
「腕の引き」によるものより 3 倍以上も大きいのである(文献図 6 参照)。さらに腕は脚に比べて
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弱く、然もフィニッシュでは腕ならではの重要な任務が待っているのだから、そのストローク
は大事に取っておかなければならない。従って「キャッチは脚で掴む」のが原則なのである。
そして脚で掴むキャッチの効率を高めるためには、8 人が揃ってシャープに蹴り戻すことが何よ
りも肝要なことである。

【加速度曲線分析】
下図左側の曲線第一図は、キャッチから次のキャッチに至るワンサイクルで、どのように艇
に加速度を与えればよいのか、理想的な曲線を示している。

漕手の揃った蹴り戻しはキャッチ前に鋭い谷間を描き，水を捉えた瞬間オールが撓って艇を
加速し、強いストロークの後水を突き放してフィニッシュする。この時艇は最高速度を得て(第
二図：速度曲線)次の加速まで水の抵抗を受けて次第に減速する。この減速に見合うよう、フォ
ワードにおいて漕手がゆっくりと艇を手繰り寄せていけば、艇速を落とさずに艇を滑らせ次の
キャッチで加速するサイクルを維持していく。基線より上の面積と下の面積とが等しい時、艇
は一定速度で進む。
右の曲線は、早大エイトが防衛庁の研究水槽の中を漕ぎ、加速度を実測したものである。キ
ャッチでの谷間は深く、水を捉えて一気に加速している。しかしこの曲線に解説してあるよう
に、フォワードエンド近くで、加速フォワードの意識によるものか、ストラップを強く引っ張
って艇を手繰り寄せており、このため艇に水の抵抗が生じて艇速を落としている。
またフィニッシュ直後に腹筋を使って上体を起こすと、強くストラップを引っ張って艇に加
速を与えるので水の抵抗を受ける。初歩的なクルーによく見られる曲線である。
水をキャッチするためストレッチャーに漕手の全体重をかけて脚を蹴ると、艇にはマイナス
の加速度を与える。ローイングボートにおいては避けられないことだ。マイナスの加速度はい
くら大きくても構わない。しかし問題はその時間だ。
下のグラフは漕艇協会が実測した東工大クルーの加速度曲線である。キャッチの前でマイナ
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ス加速している時間が長いことが目
につく。これは脚を蹴るタイミングが
合っていないことと、水の掛りが遅く
艇をカラ蹴りしているためだ。さらに
フォワードエンド近くで艇を強く手繰り寄せて無駄な加速を与え水の抵抗を大きくしている。
８人揃って艇を蹴り戻し、同時に引っ掛けた水を一気に漕ぎ放ちトップスピードを生み出す。
フィニッシュした後は、無用の加速が生じないようにゆっくりとフォワードして艇を滑らせ、
キャッチでの谷の曲線が狭く深く描くように意識して漕ぐことが必要だ。

【艇にやさしいフォワード】
フィニッシュでトップスピードを得た艇は、フォワード中徐々に減速していく。しかしこれ
は艇と漕手を含めた艇全体の重心の動きであって、例えばフィニッシュで急激に上体を起こす
と、艇の対水速度だけは脚に引っ張られて急激に速くなり、対水速度の自乗に比例した抵抗を
喰らって大きなエネルギーロスを生ずる。(p.38【摩擦抵抗との戦い】参照)
一方 6 分で走るエイトは、フォワード中 35kg の抵抗を受けて減速し続けるのだから､もし 8
人がシットバックに引き続いて一人 4kg の力でフォワード中ストラップを引っ張り続けたとす
ると、その間抵抗と推進力が釣り合って対水速度を一定に保つことが出来て、艇速のピークに
よる大きなエネルギーロスを防ぐことが出来る。これが前ページの第一図、第二図に示した加
速度ゼロ、かつ艇速一定の理想的なフォワードを実現する方法なのである。
従ってフォワードは、艇を驚かさないように終始一様な動きでゆっくりとシートを加速し、
ストレッチャーに体重がかかった瞬間ポンと蹴る。
「蹴るぞォ」と意識すると、蹴る前にストラ
ップを引いてムダな加速を与える。あくまで上体や腕はリラックスさせたままで、ゆっくりと
スーッとフォワードして、上体の知らないうちにポンと蹴ることを習熟してほしい。

練習の展開
加速度曲線からの集中
加速度曲線に基づく漕法講義は、現在の姿と指向すべき漕法表現とのギャップを認識し、
“ど
のように直していくか”をクルーが意識して練習するうえで大変分かりやすいものだった。
しかし理解できたことがすぐにローイングで表現できるものではない。
「脚でキャッチする」こ
とがなかなかできない。フォワードモーションがバラバラなためバランスが悪く、キャッチの
仕方もまちまちで艇の蹴り戻しが全く合わない。
そこで短漕で、カラ蹴りになることも覚悟の上で、まず８人で艇を蹴り戻すことから始めた。
蹴り戻すことだけに意識を集中させて漕ぐのだが、なかなか８人揃った蹴り戻しができない。
コックスからは腰に当るプレッシャーの状況がフィードバックされ、
「今度こそ」と蹴り戻すも
合わない。蹴る意識が過剰になって、フォワードが伸びきらずに蹴っているようだ。
堀内監督は、再三バック台で選手一人ひとりと引っ張り合って、フィニッシュからの上体の
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起き上がり、柔らかいフォワードからのスムーズなリーチ、そしてキャッチしての跳ね返りと
バックスピードの感じとリズムを習得させようと、手取り足取り指導してくださった。
そこでアプローチの仕方を変えて、シットバックの統一から柔らかいフォワードに集中ポイ
ントを変え、“強い蹴り戻し”の意識からリーチを一杯に伸ばすことに視点を置くことにした。
すると「強く蹴った」という意識は薄れたが、艇を蹴り戻すタイミングが掴めるようになり、
コックスからの評価も上がってきた。こうしてやっと 30 本パドルにまで辿り着いた。
この経過を春から装備された８㎜動画で見ると、艇の蹴り戻しには進歩が見られたが、キャ
ッチで漕ぎ入れモーションがありワンモーションで水を引掛ける円滑さに欠け、腰のアオリに
よる体重の利用ができていない。またシットバックが不揃いで脱力が不十分なことが分かった。
このクルーは漕歴のある高学年で編制されていたので、艇上での評価や意見の反応が速く、
修正練習の実行が素早く行われた。
「今のローイングがどのような加速度曲線を描いたか」など
想像しながらの練習は、推進動作と減速動作の改善に効果的だったと思われる。

放水路廻り
冬の間、エイトでの練習が殆どできなかったので、この合宿が実質的な練習の開始だ。短漕
では何とか漕げるようになってきたが、乗艇練習の絶対量は不足しているので、とにかく漕ぎ
込むことがこの合宿のもう一つの目的であった。
早朝は堀内監督の指導を受け、午前･午後の練習は「放水路廻り」だ。尾久のデルタ造船所か
ら隅田川を遡り赤羽水門をくぐって荒川に入り、放水路を下って堀切に至る。ここの水門から
再び隅田川に入り尾久に戻ってくる一周 26km のコースだ。隅田川はカーブが多く船の波が消
えないため漕ぎにくかったが、荒川放水路は川幅が広く船の往来も少ないので漕ぎやすかった。
何とか短漕で表現できたローイングをロングで身につけ、同時にしっかりと漕ぎ込んで遅れ
を取り戻さなければならない。オールの振り出しと蹴り戻しのタイミングには、最大の神経を
集中した。フィニッシュでのトップスピードを、次のキャッチに至るまで身体の動きで減殺し
ないよう、引き終りからのリカバリーに続くフォワードの出し方等を如何に柔らかくもってい
くか、可なり苦しい練習が続けられた。その結果、合理的な漕ぎ方のイメージの統一が図られ、
「艇を滑らせる」感じを味わえるようになってきた。そして他校を見つけると、手当たり次第
に競漕を申し込み、蹴りのタイミングやリズムを検証しては自信をつけていった。
4 月 10 日、キリンビール～早稲田艇庫間の一発ではコンスタントに泡が一つ開き、よく艇が
滑っていた。さらにピッチを 37 に上げたパドルでは、キャッチにスピードがついたためか、水
をガップリ掴んでオールが重く艇速の伸びが素晴らしかった。
この合宿では、漕法の体系的な説明を受けるとともに、自分たちの漕姿が加速度計や８㎜動
画によって分析され、
「我々は何を為すべきか、どのように変えていくべきか」の認識を鮮明に
しえて実りが多かった。この時代は精神主義の風潮が色濃く、
「漕げば治る、軟弱だ、猛喝、ケ
ッパレ」が日常語で、少々のことでは欠漕は許されない。それにしてもこの年の上級生は実に
タフで、見上げたものだった。
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北大戦に向けて
メンバーの再編制
東京合宿で掴んだローイングを、さらに伸ばして北大戦に備えるべく合宿に入った。
しかし主将・尾崎の腰部疾患が悪化し、選手生活の継続が不可能になるという大きな問題に直
面し、急遽新人の吉田勤を呼び寄せ補充して再出発することとなった。後任の主将を斎藤実三
が引き継ぎ、クルーをまとめて先頭に立つことになった。
この時期(4/14)でのメンバーチェンジは誠に痛手である。授業の関係でエイトの練習は早朝と
週末に限られ、思うように練習できない。出艇練習は密度を上げて行うのであるが、富永コー
チからは「オールが合わない、蹴り戻しのタイミングが合わない、フォワードが固い」等々の
指摘がなされ、東京合宿前の状態に戻ってしまった。ギャザーリングが悪いため、キャッチ前
にゆとりがなく伸びのないままに蹴る結果、ローイングには程遠くなっているようだ。北大戦
まであと一ヶ月、クルーも些か意気消沈気味だ。
堀内監督からの手紙では、
「東京合宿の時はキャッチでスプラッシュが上がり、ネガティブが
大きかった。それを直すために、少し戻っても構わないから脚を強く蹴って上体の初速を付け
ておけば、十分艇速にプラスになる」とのことであった。
とにかく、バランスが取れない、リーチが伸びないでは、ローイングにはならない。もう一
度、シットバックの統一から柔らかいフォワードに意識を集中させ、リーチを一杯に伸ばすこ
とを徹底して反復練習した。練習の効果が出てきたので、堀内監督の指示に従い「少し戻って
も構わない」との意識の下に、８人揃っての蹴り戻しによる上体のぶっ飛ばしを行った。
北大戦まで 10 日余り、貞山堀コースでタイムトライアル(1000m)を行った。潮止まり無風の
条件下、3’07”、3’08”、これまでの最高タイムをマークした。

第二回北大戦
北大戦の一週間前、堀内監督が来てくださった。
『脚蹴りはマアマア良くなっているが、上体のスピードが足りずフィニッシュでの水の漕ぎ
切りが甘い。腰のボルトを締め、もっと上体をアオルようにしてバックスピードを増大せよ。
特にセトルダウンの一本目は、鍋の蓋を回すように、ワンヒットの感じを出すこと』
レースが近づき、いよいよ緊張が高まってきた。我々は柔らかく伸びて蹴り戻し、上体をぶ
っ飛ばすことに専念した。500m では、1’27”、1’30”を計時してレースに臨んだ。
第二回北大定期戦は６月下旬、春の海上運動会のメインイベントとして塩釜で開催された。
コースは馬放島から塩釜港岸壁まで、レースの時は海上保安部の協力を得て、観光船や漁船を
すべてストップして行われた。
スタート直後北大がシートを外したため、セトルダウンした時には水が開き、ホームコース
であることから落ち着いて漕ぎ、36 のピッチで前半は快調に飛ばしていった。しかし後半に入
るとキャッチが伸びずオールを撥ね上げるようになり、修正できないままにリズムは崩れ泡を
かきながらゴールした。漕法技術の未習熟とスタミナの不足が如実に現れたレースだった。
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①

東北大

6’25”8

② 北大

2 艇身

全日本制覇を目指して
朝日招待レガッタ
いよいよ全日本選手権の制覇に向けての合宿に入った。
北大戦に勝利したものの、前半までは何とか艇を走らせていたにも拘わらず、後半の漕ぎはバ
ラバラとなり、極めて不本意なローイングに終わった。東京に出る前に、課題であったバック
スピードを強化し、ワンヒットで漕ぎきるリズムを形成しようと練習に励んだ。しかしキャッ
チ前に力みが出たり二段漕ぎになったり、どうにもこうにも調子が出ない。頻繁に漕研を行い
議論を重ね意識の集中を図るが、計時してみると結果が出てこない。
練習量が不足して、思うようなローイングができないままにレースの前日に上京した。
レースに際し堀内監督から次のような注意が与えられた。
「キャッチ前の止まりが目につく。フォワードからキャッチまでスムーズにワンモーションで
水を掴むこと。シットバックを意識せよ」
レースは隅田川の言問橋から白髭橋までの１マイル(1600m)、前半は漕げていたが、後半に伸
びを欠き決勝進出はならなかった。それでも新聞では、「期待の東北大は 43 のピッチで後半バ
テたが、不慣れな川、古い艇のハンディを考慮に入れると、東大とともに全日本での有力な優
勝候補である」との評価を得た。

三週間の勝負
慢性的な練習不足を補い漕法技術を高め、強豪諸校に追いつくための時間は三週間しかない。
課題のロスの少ないキャッチ、８人揃っての蹴り戻し、バックスピード、シットバック等々、
習得すべきことは山ほどある。
堀内監督からキャッチについて、次のように注意ポイントが示された。
『① シットバックを柔らかく。
② フォワードの前半は抑え気味に、後半は全身を跳ね返りのスプリングにする。
③ 肘から先を柔らかいスプリングにする。
④ 身体がフルリーチした時、肘のスプリングもフルリーチとなる（デッドポイントの一致）』
「脚でキャッチする」ということができていない。しっかりと水を掴めないと最後まで引き
きれず、フィニッシュを撥ね上げ身体は倒れこむ。シットバックはできず、フォワードが雑に
なる―という悪循環はイヤと言うほど体験してきた。とにかくストロークの前半だ。
我々はまず短漕から入った。短漕で８人揃って蹴り戻し同時に水を引っ掛けることに意識を
集中させた。その方法としてピッチ 38 の 10 本パドルを連続 20 回から始め、次に 20 本パドル
に増やしていった。連続短漕は意識の集中度が高く、また区切りごとに全体のフィーリングを
確認できるなど、効果的な練習だったようだ。しかし後半になると心肺機能への負荷も大きく
なり、スタミナとの戦いの中で修正ポイントの向上に努めていった。
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このクルーに必要なことは、これまで十分に漕ぎ込めなかったことからの課題である身体的・
精神的な鍛錬である。北大戦や朝日レガッタに見られたように、前半は漕げていても後半に崩
れるなど、これでは覇権は争えない。とにかく漕ぎ込むことが先決課題だ。
早朝の出艇では堀内監督に見ていただき、技術の向上に重点を置いた。そして午前と午後の
練習では、「放水路廻り」による連続短漕や 3000m４本の漕ぎ込みを行った。
〔8 月 3 日：9 時出艇
朝の練習で注意されたことを反復練習した後、連短 10×30 回、2000m パドル 3 本、声は
よく出て崩れは少なかったが 60 点程度か。
16 時出艇
3000m １発目―要所要所で“脚蹴り”を入れハーフを通過、比較的良し。ここから声を出
し合いタイミングのズレを防ぐ。終盤リーチが伸びきれず。
同

２発目―ストロークレンジが短くなり、リーチを深く意識するも長続きしない。
ハッパを掛け合い、ポイントを前へ！

同

３発目―フィニッシュでの脱力、肘のスプリングのデッドポイント、突っ込みを禁
ず。艇を滑らそう。

同

４発目―漕ぐ力は意地と精神のみ。声もかすれ滴る汗もものかはただ漕ぐのみ。脚
を蹴り身体を飛ばし艇を走らす。ストロークペア頑張れ、リズムを作れ。
壊すな、もっと伸びろ！ 台船に上がる。声だす者なし〕（ 合宿日誌より）

逆風下、東大と 70 本並べる。フォワードが重いが思い切りレンジを長くしようとポイントを
定めスタート。前へ！前へ伸びよ。一本一本の漕力の差が出て 2/3 艇身リードして勝つ。
堀内監督評「東大に比べ我々のユニフォーミティは素晴らしく、実に柔らかだった。手首の柔
らかさが出てきたが、フィニッシュでの脱力をもっと意識していけば、さらに艇は滑るだろう」
やせ我慢を張っての精神的限界への挑戦は、なおもパワーを引き出してゆく。漕ぎ込みのロン
グ週間で、早大と並べること四度、３勝１敗で優位に立ち、コンスタントで勝つ自信がついた。

【スタートで飛び出せ】
殺人的な重量練習の週間を乗り越え、今週は「巧みを出す」ことを目的とした練習に入る。
スタート、スタリキ、セトルダウン、
“脚蹴り”とリズム、スパート等々、やるべきことはまだ
まだある。レースの日は次第に迫ってきた。
スタートについて、堀内監督は次のように解説された。
『走っている艇に加速するには、長いレンジを平らに速く引く。しかしスタートは止まってい
る艇に初速をつけることなので、ローイング技術の概念ではなく力の世界だ。
従って一本目はシートを半ばにして、腰が砕けぬよう背筋を使って頭からぶっ飛ぶ感じでよ
い。つま先を利かせて尻が浮き上がらないように注意する。しかし最初の一本で動かせる距離
は短く慣性もつかないので、艇が止まらないよう腹筋を使って起き上がり、素早くオールを返
して水中に突っ込み二本目の加速を与える。ブレードの背後からの水のプレッシャーがないの
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で、オールが深くてもマイナスにはならない。艇に慣性をつけるために、できるだけ加速本数
を稼ぐことが重要で、いわゆるフォワードラッシュで構わない。
競漕している艇同志で、50cm の差をつけるには骨が折れる。しかしスタートをうまくやれば、
他の艇に慣性がつくまでにその位の差は簡単につけられる。スタートはいわば“タダ儲け”の
部分なのだ』
スタートは、ローイングではマイナスとなる身体の動きとオール操作を行うわけだ。
我々は静止した艇を動かす重い負荷に腰が砕けないよう背筋を伸ばし、頭からそっくり返って
ぶっ飛ぶ練習を繰り返した。最も集中しなければならない点は、一本目の漕ぎ出しだ。このタ
イミングが合わないと飛び出せない。二本目からのオールの返しの速さなど反復練習した結果、
スタートの出だしは非常に速くなっていった。
スタートに続く力漕から二段でコンスタントに落すセトルダウンの切れを磨き、鍋蓋を回し
て艇を加速するローイングの習得に励んだ。さらに予選で対戦する慶大対策として「ピッチ 43
前後のスパート 15～20 本を伝家の宝刀にしよう」とスパートの練習に打ち込んだ。

戦機即応の号令
阿部舵手から、ピッチの上げ下げの号令について提案があった。
「スパートを入れる時、これ
までは“スパートいこう、サアいこう！”の号令なので、スパートに入るのが３本目になる。
戦機を見ての戦術行使は即座に行いたい。従って号令は“スパート！”など一声として、次の
ストロークからスパートに入りたい」とのことであった。この号令方式を実施することとし、
そのため号令の聞き落しを防ぐためのブザーを艇に取り付けた。ピッチの上げ下げや“脚蹴り”
の指令は全て一声で行い、これに即応できるよう習熟度を高めていった。
レースが近づき、尾久から戸田に移ってレースコースを引く。ピッチ 50 で飛び出しスムーズ
にコンスタントに入る。艇速快調 500m を 1’28”0 で通過、
“脚蹴り”を入れてリズムの調整を行
いつつハーフは 3’03”0、ここでダブルスパートを入れ第３クオーターのスピリット期を踏ん張
り、ラスト 500m に“脚蹴り”に次ぐスパートを入れ早めのラストスパートを 46 で漕ぎ切り、
6’13”0 をマークした。

戦前評
慶大にとって警戒すべきは、東北大と明大ではなかろうか。ともに強い蹴りと鋭いキャッチ
で 6’13”の練習タイムを出している。東北大は強いキャッチと脚力の利いた引きで、飛び出しか
ら前半が特に強く後半も粘る。問題は最後で艇速が鈍る点だが、力の配分に成功すれば、慶大
相手の予選は面白いレースとなる。(新聞)
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全日本選手権レガッタ
予選 ― 慶大に屈す
最近非常に調子に乗っている東北大も、慶大の充実には及ばなかった。
スタートの飛び出しを得意とする東北大は 52 で出たが、慶大は 44 を引いて逆に東北大を制し
てしまった。慶大のオールは一本一本が確実で見事に艇速を伸ばし、500m を 1’27”３で通過東
北大を半艇身に抑え、ハーフまでに二度のスパートを打って 1000m は 2’59”8、1500m では水
を開けた。東北大も 43 のスパートを放って必死の追い込みを見せたが、惜しくも１艇身半及ば
なかった。東北大のスタートは決して悪くなかったが、慶大の巧さが上回った。確実なオール
捌きで後半も殆どスピードは落ちず、フォワードの柔らかさは素晴らしい。（新聞）
① 慶応大

6’08”4

②

東北大

6’13”4

③

北大

6’28”7

準々決勝戦 ― 東大を撃破
東北大と東大のレースはこの日の圧巻だった。予選で慶大に敗れた東北大は、敗者復活戦で
名工大を 30 という低いピッチで破り、準々決勝では東大にぶつかり再度の激戦となった。しか
しここで東北大は本領を発揮した。得意のスタートが利いたのだ。スタートを 52 のピッチで飛
び出した東北大は、鮮やかに東大を置いて出た。セトルダウンしたときは半艇身の差をつけ、
300m までは 43 というハイピッチを続け 500m で１艇身の差をつけた。白い帽子をかぶった８
つの頭が前後すると、艇は気持ちよく伸びさらに差を広げていく。快調なオールにのって東北
大の勝利は十中八九まで決まった感じだった。
だが東大の追撃はもの凄かった。40～44 のスパートを再三かけて追いすがり 600m で１艇身、
700m で逆カンバスまで差を詰め、ハーフは東北大が 3’18”6、東大 3’21”4、その開きは１艇身
弱に迫った。しかし 1200m を過ぎる頃から東大のオールの引きが目立って甘くなり、1500m
の手前でのスパートによって半艇身にまで詰め寄ったが、追い上げもここまで。フィニッシュ
を撥ね上げ始め、疲れの見えてきた東北大をついに抜き切れなかった。
キャッチオンリーの東北大は、水を確実に掴み強く引き切ってフォワードも非常に柔らかで、
懸念された後半のスピードもそれほど落ちなかった。
（新聞）
① 東北大

6’49”5

②

東京大

6’51”4

準決勝戦 ― 慶大への再挑戦
東北大に対して慶大は、予選と同じく東北大のスタートでの飛び出しを許さず、500m までを
並んだ後、じりじりと出て 1000m のスパートで１艇身差とし、1200m で水を開け、以後次第
に差を広げていった。東北大はスタートから前半までで引き離すことができず、後半はオール
の抑えが利かずにスピードが落ち、慶大の前に屈した。（新聞）
①

慶応大

6’06”9

②

東北大

6’14”2

〔慶大畑中コーチ〕東北大を一番警戒し、東大･一橋大･早大は落ちると思っていた。だから予
選の東北大とのレースを重視して、スタート練習を十分に行ったので出られることはなかった。
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記者評
慶大は、戦前戦後を通じてわが国漕艇界最強のクルーといえる。慶大はいずれのレースでも
圧倒的な強さを示し、史上初の全日本選手権大会三連覇を果たした。オールの引きが強い上に、
相手に反撃能力のある前半でスパートを連発して引き離す力を持った強いクルーだった。
東北大は、予選で慶大にあたり敗者復活戦で浮かび上がると準々決勝で東大と当り、東大に
勝ったけれども全力を出し切った。東北大はクジ運が悪く、前日の予選に次いで再び慶大と顔
が合い決勝進出は阻まれたが、その強烈な脚の蹴りと鋭いキャッチは、地方勢として異色の活
躍を見せた。
慶大に次ぐタイムをマークして力量を発揮した東北大は、「実力第二位」と評価できよう。

次年度への課題
本年度は 10 月下旬から活動を開始したが、最終的にエイトメンバーが決まったのは３月に入
ってからであった。最強クルーの編制に向けて考え方の模索を行ったことから、秋からの体力
強化や戸田での基礎技術練習が、必ずしも編制されたクルーに対し有効に蓄積されたわけでは
なかった。つまり、決定したメンバーの全員がこのトレーニングを経てきた訳ではないので、
クルー全体のレベルアップに対する効果は十分とは言えなかった。
昨年から言われてきたことではあるが、エイトの候補者を早期に絞り、基礎体力の強化に時
間をかけて取り組む必要がある。
今年は授業の関係で、乗艇練習の時間は十分には取れなかった。そのため東京合宿で集中的
な漕ぎ込みを行いある程度のレベルに達したが、塩釜に帰っての練習でその維持ができずに元
の木阿弥に帰してしまった。そして夏の東京合宿で、再度初歩的な技術の習得から始めるとい
うロスを生じており、
「三週間の勝負」によって何とかトップレベルに達したものの、土手評で
「キャッチオンリー」と言われたように、フルレンジのローイング技術の習得まで行き得なか
った。塩釜での練習をどのように充実させていくか、これからの大きな課題である。
一方、これ程に少ない練習量にも拘らず、敗れたとは言えこのレベルで戦うことができたの
は、４年生たちの荒々しいまでの闘志の塊であり、素早い意見の開陳、そして高い討論能力の
相乗効果が下級生を巻き込み、行動をもって競技スポーツの原点を示したことが原動力であっ
たと言える。様々な困難な問題に直面しながらも、これらを監督とクルーが一丸となって克服
し、昨年の実績を土台としてさらなる躍進を遂げた本年度クルーの漕ぎ様は、これからの漕艇
部発展の要石と位置づけられよう。これを次の世代にどのように伝承していくかは、極めて重
要な課題である。
それにしても春の東京合宿で漕ぎ込んできたクルーに、欠員補充として急遽エイトに乗せら
れ、あの濃密な重量練習を耐え抜き戦力として機能した、２番手吉田の精神力は驚嘆に値する。
彼の頑張りなくして、この年のクルーはなかったと言えよう。
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【対校クルーの陣容】
監督 ：堀内 浩太郎
コーチ：富永 忠弘
香川

謙

選監 ：牛尼 富泰 (理２)
主将 ：斎藤 実三 (経４)

Ｃ 阿部 博之 (工４)
Ｓ 神保 昌平 (工３)
７ 児島伊佐美(法３)
６ 大沼 英助 (工４)
５ 田崎 幸哉 (工４)
４ 千葉 建郎 (経３)
３ 斎藤 実三 (経４)
２ 吉田 勤 (工２)
Ｂ 島田 恒夫 (法３)
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年間活動一覧
秋季合宿

評定河原合宿

冬季・正月合宿

塩釜合宿

10/19～11/09

11/15～12/07

12/07～01/15

03/01～03/15

東日本新人レガッタに出漕

体力強化を目的

エイトメンバー決定 (1/1)

塩釜神社表参道競走登段、

しレース経験を積む

短距離走，長距離走，跳躍

塩釜神社表参道競走登段、

長距離走

東大を破るも慶大に敗北

リレー，騎馬リレー等

長距離走

フｨｯクス艇での基礎練習

柔軟性･敏捷性･瞬発力強化

フｨｯクス艇で水のキｬｯチ、

ペア・エイト乗艇練習

のサーキｯトトレーニング

腰の入れ方、脚･上体･腕の

(二女高阿部先生の指導)

使い方訓練
ペア・エイト乗艇練習

２１ 日

２３ 日

４０ 日

１５ 日

東京合宿

塩釜合宿

札幌合宿

塩釜合宿

03/16～04/14

04/15～06/14

06/15～06/21

06/28～07/19

エイトによる本格練習

東京で学んだ事項の徹底反

ボートに関する全講義

復練習

脚力弱く水掴めず．低ピッ

バック台の蹴り出し

チのロングインターバルで

オールの in-out レシオの個

フｨニｯシｭに重点

別調整

計時：6’18”9 (4/10)

ストロークランプ装着

6’28”0 (勝利)

２９ 日

６１ 日

東京合宿

戸田合宿

07/20～08/16

08/17～08/23

精神的限界の伸張化

全日本選手権大会 (8/23)

8 人揃っての蹴り戻し

最高計時：6’13”01 (敗復)

ランプ点灯時間の意識化

慶大を破り決勝戦に進出

水中空中のコントラスト

一橋大・オｯクスフｫード大

艇を滑らす意識

に次ぎ第３位 (2/3L)

２８ 日

（注）

第 3 回北大定期戦 (6/21)

７ 日

盲腸炎による欠漕者のため
殆どセブン出艇

２２ 日

７ 日

以下に記述する年間活動において【】で括った見出しの事項は、堀内監督による指導事項であることを示す。

昭和３４年度 (1959)
― 争覇ステージへの躍進 ―
躍進への準備
クルーの編制
４年生が艇を降り、前年までの経験者は３人だけとなった。まず新年度のクルー編制を行わな
ければならない。エイトと並行して新人の養成ができない財政事情から、漕手 5 人と舵手をこれ
から探し出さなければならない。
我々は学生課に協力してもらい健康診断のカルテから体格の良い人物をリストアップし、大型
の新人を求めて必死に動き回った。リストにのった候補者をそれぞれ３人が分担し、３時間後の
集合場所を決めておいてスカウト情報を交換し、さらに３時間後に落ち合うという方法を取った。
約３週間活動した結果ほぼメンバーの目途がついたが、なお不確定要因を抱えていて、最後の一
人が合宿に参加したのは暮れも押し詰まった 12 月 30 日だった。
大型のクルーを組むことができたが、何せ新人が多いだけに、８月の全日本選手権大会までの
詰め方を考えると日数の絶対量が足りない。そこで卒業までアシスタントコーチを務める前年度
主将の斎藤と協議した結果、正月休みは取らずに、初めて正月合宿を行うこととした。

体力強化合宿
エイトメンバーの最終決定はともかくとして、集めた新人にレース経験を積ませるため、11 月
に開催された『東日本新人レガッタ』
（戸田 1000m）に出場させた。エイトに乗ったのも僅か２
週間余、新人だけのクルーだったので大分上がってしまったようだ。
レースは東大を破り準決勝に進出したが、奮闘空しく慶大クルーに敗れた。
このレースの後約３週間、評定河原の陸上部合宿所を借りて、体力強化を目的とする合宿を行
った。昨年指導を受けたマーチン先生が東京に移られたため、体力強化は我々で模索せざるを得
ない。そこで競技場を使ってのランニングや跳躍等に加えて、前年度に採り入れたサーキット・
トレーニングを徹底して行うこととした。
早朝練習と授業が終わってすぐトレーニングに入れるので練習時間が十分にとれ、多彩な練習
メニューを連続的にこなしていった。長距離走に短距離走、基礎体力の強化はどうしても単調化
するので、５種目競技とかリレーとか、変化を付けるためいろいろな手法を取り入れるとともに、
各人の記録の変化を張り出して励みとした。
午後のトラックでの練習を終えると仙台二女高に赴き、阿部先生の指導の下にサーキット・ト
レーニングに励む。身体の各部位の鍛錬に次いで、柔軟性・敏捷性・瞬発力の強化を図る連続ト
レーニングはこの上なくハードだった。

冬季・正月合宿
約３週間の評定河原合宿を終えて塩釜艇庫に戻った。
５時起床、満天の星空から雪がちらつく。塩釜神社へランニング、往路は集団で走り神社に到着、

- 49 -

息を整えてから 250 段の表参道を二人一組で競争登段を行う。当然二段飛びで駆け上るので、脚
が強力に石段を蹴り膝を伸ばさないと体重移動がスムーズに行かずスピードが出ない。これは足
腰の筋力強化には可なり効く感じだ。さらに心肺機能への負荷も相当なものだ。
次は腕の鍛錬。相棒が両足首を持ち、腕のジャンプで石段を登る。へばってきて飛び上がった
体重を支えられないと石段の角で顎を打つので必死に頑張る。凍てつく石段に素手が猛烈に痛む。
復路は競争して帰ってくる。塩釜神社表参道の石段には大変お世話になった。
風光明媚な松島で初漕ぎを行い、塩釜神社に必勝を祈願し、皆で餅を搗いて正月を過ごした。
乗艇練習にはよくフィックス艇を使った。十分にリーチを伸ばしオールの重さで落とし込むキャ
ッチの感覚習得と、掴んだ水を腰で引き切る基礎練習には、非常に効果的だったと思う。
また鈴木善照さんの「ローイング」を読み合わせ、上級生の経験等を交えて若干の解説を行い、
漕艇イメージの形成に努めた。さらに図南会報のバックナンバーから、先輩方の玉稿の読み合わ
せを行い、競技スポーツに取り組む下地作りの一助とした。そしてそれらを各人に割り当てて原
稿用紙に書写し「珠玉名編集」とした。

漕法講義 (春季東京合宿)
【フィニッシュを決めろ】
３月半ばに上京し、エイトによる本格的な練習に入った。
練習の開始に当り、堀内監督は『今年は日本一強力なキャッチを完成する。また昨年は未完に終
わったフィニッシュを決めて覇権を奪取する』として、目指す漕法について解説してくださった。
このクルーは、基礎体力が十分でなく技術的にも未熟だったため、キャッチからの身体の飛び
ができない。水を掴んでの脚の蹴りができず、どうしても上体をあおる漕ぎ方になっている。フ
ィニッシュは最後まで水を押すことができず、オールを抜くために上体が後ろに倒れこんでいる
―ということが８㎜動画の映像に現れている。
このようなことから、堀内監督は次のように漕法を指示された。
『現在は脚と上体が同時に作動しているため、艇に加速する時間が極めて短く、フィニッシュは
撥ね上げている。強いオールを引くためには、脚力での引きに続けて上体のスイングでストロー
クを伸ばし腕で水を押し切るように、それぞれの力を効率的に使わなければならない。
今は脚力が強くないため、上体の飛びが弱い。しかし８人の蹴るタイミングを合わせれば、この
弱点は可なりカバーできるはずだ。従って細心の注意力を集中して蹴るタイミングを合わせよ。
脚力を爆薬として上体を飛ばすのだ。
脚のストロークが終わるころ、上体は最大のスピードを得ていなければならない。この上体の
スピードにブレーキをかけるのが腕の役割だ。すなわち上体を振っておいて、それを腕で止める
のである。腕を急激に引きつけエネルギーを吸収された上体は、フィニッシュした時にはシット
バックを終え、次のフォワードへの準備が十分に出来ているはずだ。オールが撓っている間に突
っ放すのがフィニッシュなのだ。
脚力がつくまでは、去年のクルーのような強烈なキャッチは難しい。ただ多少キャッチが甘く
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ても、フィニッシュを決められれば、艇速の落ちは少ない。従ってフィニッシュを決めることを、
集中して練習してほしい。練習方法としては、脚をプレスダウンしたままで上体を一杯にリーチ
し、水を掴んでから上体をあおって飛ばし、そのエネルギーを吸収することから始める。とにか
くこの練習で、何が何でも腕をシャープに引きつけ、オールが撓っているうちに水を突き放すこ
とを習得してほしい』

【ストロークレンジを揃える】
堀内監督は、漕手のパワーをフルに引き出すため、オールレシオの調整を提言された。
『今までは漕手がみな同じレシオのオールで漕いでいるので、ストロークレンジはマチマチとな
っている。同じ身長ならば体重に比例して力は大きく、同じ体重ならば身長の高いほうが力は小
さいと言える。即ち、低身者は長身者よりも自分のレンジを速い時間で引くため、長身者は自分
のレンジをフルに引き切ることができず、フィニッシュを合わせるために不本意ながら途中で切
らざるを得ないのである。漕手の体格は同じではないので、身長の高低、体重の軽重による特性
を活かして水中の時間を揃えるために、オールレシオの調整を行う。
調整の仕方は三通りが考えられる。
①

低身者のレシオ（オールのインボードは 1150 ㎜）を基準として、長身者のストローク時
間を低身者の時間に合わせるために、長身者ほどアウトボードを短くする。

② 長身者のストローク時間を基準として、短身者のアウトボードを長くする。
③ 基準をクルーの平均身長にとって調整する。
どの方法が最も優れているのかについては、いまだ結論は出ていない。今回は第三の方法を採用
する。このため、Ｂ･２･５･Ｓはそれぞれアウトボードを長くし、３･４･６･７は短くするよう
13～28 ㎜ほどピボットを移動し調整する』
オールのレシオを変えた結果については、全体として水中の時間が統一された結果、フィニッ
シュでバランスを崩すことが少なくなり安定化の方向に向かっているが、まだ不慣れなため全体
として水中は重い。漕手の感想としては ････
(a) フィニッシュの処理が容易になった。
(b) ４人漕ぎでは、
「オールが撓っているうちに抜く」という感じを体感できる。
(c)

水中が非常に重く感じられた。このため従来のように「一気に飛ぶ」という感じが薄れ
フィニッシュが決め易くなった代わりに二段漕ぎの傾向が出てきた。

漕手の感じと監督の観察とから何回か微調整を重ね、各人にフィットする比率を探り出していっ
た。この結果ストロークレンジが揃いバランスが良くなったため、非常に漕ぎやすくなった。
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練習の展開
漕いで漕いで漕ぎまくれ
この年のクルーは、クルー編制の上ではいわば「谷間の年のクルー」であり、強豪他校と戦う
にはまことに苦しい現状だ。このクルーで５ケ月後の全日本レガッタを戦うとなると、並みの練
習ではとても歯が立たない。そのためには、他校を遥かに凌ぐ練習量によって、先ず漕ぎ慣れな
ければならない。水に慣れオールに慣れ艇に慣れなければ、監督の指導を理解しそれを表現して
向上を図ることはできない。さらに、最悪のコンディションにあってもパワーを発揮できる精神
力がなければ、東商早慶などの強豪と互角には戦えない。従ってこのクルーがやるべきことは唯
一つ、漕いで漕いで漕ぎまくることだった。しかし早や 3 月、絶望的な闘いの開始だった。
まず 10 本短漕を重視した。新人でも集中できる 10 本で良いフィーリングを体感することを目
的とした。課題は「８人揃っての蹴り戻し」と「腕の引きつけと水の押し切り」である。
一度に複数のことを意識させるのは難しい。従って監督から教わったことを部分部分に分け、言
わば単純化して反復練習に努めた。
「８人揃っての蹴り戻し」は、前年のクルーにおいても容易にはできなかった課題だ。今年の
クルーでは、昨年よりも水の掛りが遅いため、フィニッシュはどうしてもオールに押されて後に
倒れ込んでしまい、フォワードが巧くいかない。そこで昨年のクルーが、行き詰まっては何度も
立ち返ってスタートした、
「シットバックの統一から柔らかいフォワード」に意識を集中させた。
脚をプレスダウンしての上体のぶっ飛ばしと腕の引きつけ、そしてメトロノーム・スイングの上
体の起き上がりを４人漕ぎ・６人漕ぎで感じを掴んでは、10 本短漕で表現することを反復して行
った。その結果、８人揃って蹴り戻すタイミングは掴みきれないまでも、シットバックからゆっ
くりとフォワードしてリーチを伸ばそうとする感じは出てきた。

インターバル・ロング漕
水に慣れ艇に慣れ一日でも早く漕ぎ慣れるため、漕艇時間は滅茶苦茶に長く取った。
前年度クルーに比べて早急な反応ができない我々としては、監督が指導され示される改善ポイン
トに対して、愚直なまでの反復練習によって「良いローイング」の感覚を身体のセンサーにイン
プットすることが必要である。各人のローイング・センサーが鋭敏に働き、
「良いローイング」の
イメージをクルーが共通感覚の下に追い求めるようになれば、艇速は揺るぎないものとなる。こ
のようなことから、極力ローイングの評価を行い、その良否の理解を深めるように努めた。
短漕で掴みかけたフィーリングを長距離漕で表現できなければならず、そのための体力の強化
を図らなければならない。長距離漕といっても、
“一発”を引き切れるだけのパワーはまだない。
30～50 本をどうやって漕ぐかのレベルなのである。そこで「漕ぎ切れるかな？」の不安が生じな
いよう、そして「意識を集中して漕ぎ切れる本数」への自信を高めていくため、10 本パドルのイ
ンターバル漕から始めた。ピッチは 25～30 程度である。
10 本が慣れてきたら 30 本インターバルへ本数を伸ばし、さらに 50 本へとパドル漕ぎ本数を
増やしていく。練習の進展に応じて総パドル本数を増やすとともに、緩漕本数は縮めるなどのメ
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ニュー変化によって、放水路廻りをこなしていった。緩漕の間で今の漕ぎの評価を交わし次のパ
ドルで修正を図る。緩漕を挟みながらの短漕の連続なので、パドル漕ぎでの集中力は保持できる。
心肺機能への負荷も高く、インターバル･ロングは可なりきつい練習だったが、新人にとっては“一
発”よりは心理的な負荷は軽く、取り組みやすかったようだ。こうして可なり艇とオールの操作
に慣れてきたが、それでもピッチは 30 程度にしか上がらなかった。

漕げた！
練習を開始して２週間、ある程度の本数を漕げるようになってきたので、戸田にタイムを計り
にいった。1000m を４本計時することとし、目標を 3 分 20 秒とした。このクルーとして、初め
てのトライアルである。
１本目 ― 3’12”7 (p.30～31)

順風約２m

２本目 ― 3’20”1 (p.30～33)

逆風 〃

３本目 ― 3’11”7 (p.30.5～31)

順風約５m

４本目 ― 3’46”0 (p.30.5～31)

逆風 〃

午前は絶好のコンディションで、１本目で思いも寄らぬ良いタイムが出た。続く２本目も逆風
ながら目標をマークでき、気分を良くして荒川土手で昼食をとった。午後になると風が強まった
が、基礎体力に乏しくまだ鋭い上体の飛びができないクルーなので、順風を利することができな
い。しかしピッチは別として、何とか 1000m を漕ぐまでに到達した。

フィニッシュを決める意識と、オールのレシオの調整効果などにより、ストロークレンジが合
うようになりバランスが取れるようになった。このようなことから、
「８人揃って蹴り戻す」テー
マに取り組んだ。しかし蹴り戻す意識が強まるためか、フォワードの柔らかさが消えタイミング
が合わない。リーチの伸びる感じが失われ肩や肘が固いようだ。
もう一度、シットバックからフォワードの滑らかさを思い出そうと原点に戻るのだが、崩れた
リズムは容易に取り戻せない。フィニッシュを意識すると８人の蹴るタイミングがずれたり、蹴
るタイミングを意識するとフィニッシュが元の状態に戻ったりの悪戦苦闘に陥った。
意気の上がらぬ何日もの低迷状態が続いたある日、納艇前の 30 本パドルで水切りの良いフィ
ニッシュが決まり、リズムもよく伸びのいい漕ぎができた。
「ン？オーイ、今のどうだった？」
「いいすねェ」
「ドンピシャに決まってる」
「よし、もう一回い
こう！」 ― 決まった。
「もう一回だ！」 ― また決まった。
「もう一丁！」･････。
嬉しい艇速にのって、デルタ造船所の遥か下流まで漕いで行ったが、みんなの心は軽かった。
艇を上げて堀内監督から、
「今のだ、今の調子なら一流クルーとして誇れるぞ」とほめられ、明る
い笑顔が春の夕闇に輝いた。

６分１８秒９
4 月 10 日、快晴無風のとても暖かい日だった。東京合宿の成果を試しに戸田まで漕ぎ上り、コ
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ースでタイムを計りに行った。
昼に引いた 1000m トライアルはコンディションがよく、僅かな斜順風を受け３分４秒３を記
録した。ピッチは 33 で、安定した艇速の下にラストピッチも 35 まで上がった。２週間前のトラ
イアルでは 30 程度でしか漕げなかったのに比べると、随分サマになってきた。
コースには、早慶戦を前にして可なり漕ぎ込んでいる慶大クルーがいた。堀内監督から「どう
せなら慶応と並べてタイムを取れ」との指示があり、慶大に申し込んだところ受けてくれた。
ただし 2000m である。我々はやっと 1000m を漕げるようになったばかりで､この距離は練習で
漕いだことのない初体験となる。
「ピッチをいくつにするか」 ― 慶大は 35 を主張、しかしわが
軍はやっと 33 のレベルで、しかも長距離は漕いだことがない。そこで慶大には折れてもらい、
こちらも 33 のピッチで漕ぎ通すことに挑戦することとした。
スタート ― 慶大はダッシュをつけて漕ぎ出し、アッという間に見えなくなってしまった。こ
ちらはスタートダッシュなどできない。ライトパドルの漕ぎ出しでヨッコラショ、ヨッコラショ
と追いかけて行く。初めてのピッチ 33 が思いのほかリズムがよく、しっかりと水を押していて
滑ってる。800m 位から慶大のラダーが見えてきて少しずつ差を縮めている。やがて半艇身にま
で迫り 1700m まで並漕したが、さしもの我がクルーも息切れして艇速が鈍り、慶大はラストス
パートをかけて２艇身の差で逃げ切った。
このクルーが初めて計時したフルコースは 6 分 18 秒 9 だった。スタートダッシュもラストス
パートもできないクルーでも、しっかりと水を捉えていれば、ライトパドルでも 100m を 19 秒
ペースで漕げる ― ボートの原点を知った、非常に印象に残る競漕トライアルだった。
恐らく単独でタイムトライアルを行っていたならば、この様な我々にとっての好タイムは出な
かったろう。早慶戦を間近に控え調整していたにも拘らず、ピッチを落してまで未熟な我々に胸
を貸してくれた、慶大クルーの雅量と友情に心から感謝した。
このトライアルの艇速カーブによると、漕ぎ出しの 100m が 20 秒、100m から 1200m までが
18 秒台、1300m 以降が 19 秒台のペースになっており、1300m を境としてはっきりと艇速が変
わっている。これについて堀内監督から「スピリットの不足」が指摘された。
上京して初めて本格的なエイトの練習を始めた“よちよちクルー”が、堀内監督の指導を受け
ての４週間でどうやらエイトらしくなり、一筋の曙光が差し込んだ実りの多い合宿だった。

【新しい伝統を築け】
東京合宿の終了に当り、堀内監督は次のように要望された。
『この合宿での目標を、1000m を 3 分 20 秒、2000m を 6 分 50 秒としていたが、6 分 20 秒を
切り、みんなの頑張りによって予期した以上に大きな進歩が図られた。しかしトップを争うクル
ーは、多少の差はあってもこのレベルにあると見るべきで、真に強いクルーとなるにはこれから
の練習と研究とによって、上昇カーブをさらに伸ばしうるか否かにかかっている。
これから夏までクルーとの接触は薄くなる。夏はコンディショニングが主になるので、技術的
な向上を図るためのコーチングは制約される。従って技術的な向上は、塩釜に帰ってからクルー
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自身でやらなければならない。この合宿で、漕法に関することはほぼ説明した。しかし個人的な
課題はまだ可なりあるので、各自が相当に頑張ってほしい。
合宿生活とオールの強さとは密接に関係しているので、艇速をこのまま順調に伸ばしていくた
めには、合宿生活を充実していくよう努力してほしい。一人ひとりが絶えずクルー全体のことを
考えるようにならなければならない。そのためには各人が自我の拡張を図らなければ、エイトと
して強くなれない。お互いに仲良く気持ちよく、包容力をもって精神的にゆとりを持つことが大
切である。親しい仲にも礼儀をわきまえ、和気あいあいの中に一本の太いバックボーンを通して
おくことが必要である。
漕法が完璧で効率よく漕げても、レースは相手のある闘いである。覇を競うようなクルーは、
いずれも猛練習を重ね力をつけている。従って勝つかどうかは、気力と気力の闘いに、相手をね
じ伏せるだけの強い精神力を、自分たちが持てるかどうかにかかっている。それは練習の過程で
培われるものなので、技術的な向上とともに精神力の鍛錬に励んでほしい。
そして厳しい練習と楽しい合宿生活とによって、
「いい仲間に出会えた」
「いい合宿生活を送れ
た」と思えるように努力してほしい。君達の任務は、ここ二三年来育ちつつある新しい東北大学
漕艇部の若芽を育て、新しい伝統を築き上げることである』

塩釜合宿
先輩
５月の朝日を浴びる松島の島々は実に美しい。早朝練習で馬放島からの一発も、後方に広がる
島々の緑に苦しさを紛らせてくれるものがあった。時々早朝にも拘らず岸壁に佇み、じっと我々
の方を見ている人を見かけた。鎌田義郎先輩だった。先輩はお会いした時にも漕ぎ方や艇速のこ
とは何もお話されなかった。しかし我々の練習を見守って下さっておられた。
この様な先輩に対して、みっともない漕ぎ方をお見せできない。馬放島からの一発は、自分の
オールに全神経を注ぎ、クルーが全体の調子に気を配り漕いだ。コーチのつかない自分たちだけ
の練習に、先輩は良い意味でのテンションを与えてくださった。雨の日にも岸壁に立っておられ
た有難い先輩だった。(二高先輩、昭和 37・38 監督)

バック台の蹴り出し
北大戦までに向上させなければならないことは、何と言ってもキャッチである。
「８人揃って蹴
り戻せ」は、東京合宿でもなかなか感じを掴めなかった課題で、この技術の習得なくして先の展
望は開けないだろう。これまでの練習ではどうしても蹴る意識が強く出て、
「上体の知らない間に
ツーンと艇を蹴り戻す」という感じが掴めなかった。
この練習にはバック台の蹴り出しから始めた。ゆったりとしたフォワードから十分にリーチを
伸ばし、ストレッチャーに体重が乗った瞬間にストンとバック台を蹴り出すのである。我々は艇
庫の入り口から台船までの前庭を往復して、上半身の脱力と脚のシャープな蹴り出しの習得に努
めた。この練習は昨年から始めた方法であるが、難しいキャッチを部分化して体感するのに効果
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的だったと思う。バック台の蹴り出しの進展に合わせて、バック台での“棒引き”によって、オ
ールの振り出しの感覚と上体のバックスピードの習得に努めた。

石巻遠漕
５月の連休には石巻遠漕を行った。風が吹き出さないうちに松島湾を横切って東名に向かう。
途中鯨島の前は『弔漕一発』で通過し、遭難された先輩方々のご冥福を祈るのが慣わしだ。ここ
での弔漕はいつも緊張した。貞山堀に入ってすぐ、熱海製材所(部員熱海の生家)で優待を受け一
休みするのが常だった。東京ではピッチ 33 で漕げるところまで到達したが、これから北大戦に
向けて 36 で漕げるレベルへ向上しなければならない。
東名を出て鳴瀬川を横切り、再び貞山堀に入ると、石巻までの約 14km はほぼ直線コースだ。
両岸は松林なので風が弱く漕艇条件は誠によい。ピッチを 35 に上げ、10～50 本パドルのインタ
ーバル漕で 300 本をベースとした。ピッチを上げることでリズムが崩れないよう、水の引き切り
と柔らかいフォワードを意識して、水中スピードを上げてピッチを保つことを共通のイメージと
した。そして漕ぐ、ひたすら漕いでイメージをローイングに求めていく。肩の力が抜け伸びきれ
たとき、素晴らしいストロークが見られるようになった。
一泊して翌日は北上川を桃生あたりまで遡上して漕ぎこんだ。北上川は荒川より川幅が広く流
れがあったが、行き交う船もなく気持ちが良かった。しかし直線のコースが長いため、
“橋まで一
発”では漕げども漕げども景色は変わらず、やたらと長いロングだった。

北上河遠航日誌 (抜粋)
蛇田閘門を出ずれば音に聞きし東北一の北上川、矢を射るが如き流れの岩に激する音凄まじ。
されど今は二百間の大河に勇気凛々、手に唾すれば両腕自ずと鳴る。
暫くして登米町を左岸に認むるも流れの急なること昨日に倍す。町端の小丘に神社あり、北上
の川洋々としてその麓を回り、登米全市一望の中にあり。
六時起き出ずれば一面の銀世界、満艇雪を蒙りて乗るを得ず、掃除に時を移す。川を下りて昨
日三時間半費やせしを今日は一時間にて赤生津に着す。川に従ふて左折すれば、非常なる急流に
激烈なる逆風を受くることなれば、六人が必死となり漕げども漕げども艇は流るるばかりにて、
到底前進の望みなし。ここまで来たりしものを今更引き返すも恥辱なり。閘門まで一里の辛抱。
午前一時、松島湾に入る。十三夜の寒月光り島影黒く、小夜千鳥時に艇を掠めて行く。艇を漂
うに任せ、焼酎を酌みて放歌高吟。四辺かまはぬ高声に白鴎の目を驚かす。二時、楽狂を宿直と
して艇中に眠る。四時、決起櫂を執れば残月漸く消えんとす。六時塩竈に着す。
この行往返四十里、内北上を上下すること二十里、最も困難を感ぜしは、赤生津付近の浅瀬、
柳津の大雪。大雨、大雪、霰、暴風、大雷、暗夜、月明等全ての天気に遭遇せり。
今にして追懐するも、気踊り骨鳴るを覚ゆ。(二高端艇部：明治 28 年 12 月 27～30 日)
（注）7 人の壮士：辻番、楽狂、八角坊、凸凹山人、羅漢居士、大手将軍、瓢六

- 56 -

第三回北大戦
学内レースのため艇庫を明け渡して旅館に移っていたクルーは、海上運動会が終了した翌日、
北大との定期戦に向けて札幌に旅立った。６月下旬の北海道は爽やかで、花が一斉に咲き乱れる
水郷の茨戸は今年も素晴らしかった。汗をかいてもすぐに乾き疲労が少ない。日の出が早く日没
が遅いため練習時間が多くとれ、堀内監督が付きっ切りで指導してくださったお陰でぐんぐんと
調子を上げ、遠征戦で初めて勝つことができた。
スタートはきれいに決まり、スタートダッシュをやや長めにとって２段でコンスタントピッチ
に落していった。かなり風が強くラフウォーターだったが、しっかりと水を捉えてリズムが良く、
一本一本の漕力でリードを奪い、ハーフで１艇身余の差をつけた。1200m あたりで逆カンバス差
に迫られたが、北大がスパートからコンスタントに落すタイミングでスパートをかけて差を拡げ、
終始相手の背中を見ながら我々のペースでレースを進めて快勝した。
① 東北大

6’28”０

② 北大

1 艇身 1/4

【ストロークランプを点けろ】
このレースで自信をつけたクルーは、塩釜に帰っていよいよ全日本レガッタに向けての練習に
入った。北海道と違って暑い塩釜においても、定期戦で掴んだクルーの調子は維持され、順調に
艇速を伸ばしていった。
この間来塩された堀内監督は、
「オールのしなり」を漕手が確認できる装置を開発され艇に装備
した。これはブレードの根元からピボットまでピアノ線を張り、オールがしなるとピアノ線が引
っ張られてスイッチが入り、リガーに取り付けた豆電球が点灯する装置である。スイッチ部分は
四角い消しゴムを買ってきて中をくり抜き、接点をこの中に仕込んで作られていたが、この製作
には牛尼マネージャーがいろいろと工夫を凝らし、監督を助けて努力してくれた。
この装置の効用について、堀内監督は次のように説明された。
『オールに掛かる負荷は、スイッチの調整で変えられる。負荷を 25kg に調整し、ピッチ 37.5 で
ストロークの約半分が点灯すれば、6 分 03 秒で走れるはずだ。キャッチでの点灯を早めること、
フィニッシュでの消灯タイミングを合わせることが大切だ。自分達の練習で点灯時間を長くする
ように努力してほしい。

左の曲線は、メルボルン･オリンピック大会の代表候補であった東大クルーのオールのしなりを
測定したものである。よくキャッチが利いていてしなり方が早く、身体を大きく飛ばしてフィニ
ッシュを決めており加速時間が長い。右は未熟なクルーで、オールの利きが悪く加速が小さい』
この装置によって自分のオールのしなり方を確認できるとともに、ことにフィニッシュが合わ
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せやすくなり、バランスが安定してきた。単調になりがちな自分達の練習に、目に見える努力目
標ができたことは練習効果を上げる上で大きかった。

クルー 危うし
突然主将の島田が腹痛を起こし、富永先生や香川先生に診てもらったところ、盲腸炎を起こし
ていることが分かった。白血球は増加し痛みが増す。練習はできず、セブンの出艇が続きクルー
の士気も上がらない。毎日先生方が来て下さり、手術を避けようといろいろな薬を飲むがはかば
かしくない。枕元で「どうする？」
「オペかな？」
「もう一日待ってみよう」という会話が毎日交
わされている。もし手術ということになれば、この時期で新人を乗せてもレースにならない。
「最後の年････。今の調子なら何とかやれるのに････」など悔しさがこみ上げる。クルーが出
艇した後のガランとした艇庫で、回復を祈って寝ている悶々の日が続き涙が出てくる。そして、
先生方が必死に処方してくださったお陰で漸く快方に向かい、３週間後に復帰することができた。

全日本制覇を目指して
新艇『図南』の進水
新艇『図南』が進水した。堀内監督の設計になる待望の高性能艇だ。この艇は、堀内監督が東
大のメルボルン・オリンピック代表決定戦用に設計された『雄飛』をモデルとしたものである。
『雄飛』は、艇の断面に濡れ面積が最も少ない円弧を用いて摩擦抵抗を最小にし、水槽実験によ
って得られたデータから造波抵抗が最も小さい船型の理想的な性能を有する艇であった。しかし
漕手にとってはバランスが非常にデリケートで、乗りこなすのが難しかったという課題があった
が、
『図南』はこれを改良したものだ。
これまでの使用艇『青葉』は、建造後５年が経過しており、当初の設計体重よりも現在のクル
ーが重量化しているため喫水が沈み、加えて仕上げの悪さから艇の外板が波打っていて抵抗が大
きく、性能面に問題のある艇だった。
「この艇では勝てない」 ― 前年度のレースで新艇建造の必
要性を痛感した斎藤(実)は、マネージャーの牛尼とともに大学当局と折衝を重ね、漸く予算が組
まれて建造されたものだった。
『図南』を漕いで感じたことは、艇が軽いこと、およびバランスの崩れが緩やかで漕ぎやすい
ことだった。独特の鮫の背びれのような形のステンレス製のフィンと吊下げ式のラダーとがロー
リングを食い止め、成熟度が未だしのクルーにとって、新艇はまたとない強力な戦力となった。

コントラスト
レースに向けて、仕上げの東京合宿に入った。しかし３週間の欠漕の影響は大きく、私は息が
切れて苦しく思うように漕げない。バランスのとりにくいセブンでの練習が長かったため、欠漕
前のリズムは喪失していた。これを取り戻すため、早朝 1.5 時間・午前 3 時間・午後 3.5 時間の
３回出艇による猛練習を行った。
先ずバランスを取り戻さなければならない。これまで取り組んできたフィニッシュを決め、柔
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らかいフォワードを取り戻すため意識の集中を図った。今年は春先からフィニッシュに取り組ん
できたこと、ストロークレンジを揃えるため、オールのレシオを調整したこと、およびストロー
クランプを装備して引き切りの意識化を図ったこと等の相乗効果に新艇の性能が加わって、次第
にフィニッシュが決まりだしバランスが取れるようになってきた。
さらにレベルを上げなければならないことは、軽快なリズムに乗ったローイングである。なか
なか「鍋蓋を回す」ローイングの感覚は掴めなかったが、監督から再三指摘されていた「水中と
空中とのコントラスト ― ゆったりとしたフォワードの空中時間と水中一気のストローク時間と
のコントラスト」だけに意識を集中させて漕ぎ込んでいった。ここで重要なのは、水を引き放っ
た直後の脱力と伸びのあるリラックス･フォワードである。連日の放水路廻りによってフォワード
での力みが取れてイメージに近づき、リズムを取り戻して水を押すようになり、艇が滑るように
なってきた。コントラストの決まったストロークは実に軽快で、楽しいローイングとなった。

ローイング・センサー
「東北さんは、しょっちゅう漕いでますね」と早大のキャプテンに言われたことがある。我々
が強豪クルーに喰らいついていくには、練習量でカバーしていくしか方法はない。尾久近辺には
早大の合宿所があった関係で、早大クルーにはよく並べてもらった。彼等も可なり調子を上げて
おり、力量は拮抗していた。
クソ暑い炎天下のロング週間には、上級生とて腰が引ける。下級生はもっと苦しみ、恐怖すら
感じていたことだろう。だが半月後に迫るレースのため、何としてでもこの試練を乗り越えなけ
ればならない。予選・敗復敗退を繰り返していた弱小の東北大が、堀内監督の指導を受けて年々
力をつけボート界で注目されるまでになった今日、たとえ新人選手の多いクルーであるとはいえ、
後戻りは許されない。このことは、新人選手にも頭の中では理解できるにしても、現実の重量練
習を積極的に受け入れることになるとは限らない。
春以来の漕ぎ込みにより、体力的には可なりの強化が図られてきたが、強豪校と覇権を争うた
めには、精神的な限界をさらに高めなければならない。出艇前に練習メニューを告げるが、ダラ
ダラとしたロングを決めた本数だけ引いても疲れるだけで進歩は図れない。如何にクルーが、一
本一本のオールに精神を集中させて“充実した一発”を引けるかが問題だ。
そこで最低引く一発の本数を決めておき、出来の悪い場合は引直すこととした。ただその判定
を上級生が下すと下級生のヤル気に拘わるので、評価担当のペアを決めておき、引き終わったと
きそのペアが点数をつけ合否の判定を行うこととした。すなわち二人とも 60 点以上の場合を合
格とし、どこが得点の対象だったのか、どこが減点の対象となったのかをコメントさせた。
こうなると評価担当のペアは、スタートダッシュの状況、セトルダウン、ピッチとリズムや泡
の開き具合、スパートの出来など、常に全体の調子に気を配らなければならない。担当でない者
も、いずれ順番が回ってきて評価ペアになるので、必然的に一本一本のオールに神経を注ぐよう
になった。一発を引き終えると、どんな評点が出るのか心配顔で待つ。合格か、引直しか。
評価担当ペア以外の者も、それぞれ心の中で採点している。
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この方法を取り入れて嬉しかったことは、誰もが甘い評価をしなかったことである。尤も合否
が微妙だった時「誰か採点して下さーい」と、情けない声を上げた下級生もいた。
引直しは誰もがやりたくない。しかし出来の悪い一発は、誰もが分かっている。従って引直し
となった場合でも、
「クソッ」と思いながらも挑戦していく。そして引直しを避けるため、リズム
の建直しに対しては全員が必死になって頑張る。ピーンと張り詰めた集中力の中で艇を進める。
これまでの練習を通じて、徐々に精度を高めてきた各人のローイング・センサーが鋭敏に作動
し、現状把握と次の対処に反応できるようになったようだ。その結果合格率が次第に高まり、最
低本数で決まるようになっていった。このようにして猛暑のロング週間を乗り切ったことから、
クルーの「一艇」への意識の集中度が高まり、勝負への確かな手応えが感じられるようになった。
レースも迫った４日前、尾久の宿所を引き払って戸田の前新田公民館に移った。漕艇場まで 15
分ほどかかり集会場の板の間に寝るのだが、昨年までのボート会館に比べれば正に天国だった。
戸田に入っても調子は上がり、他校と並べてはオールの切れ味を試し自信をつけていった。

全日本選手権レガッタ
この年の全日本選手権レガッタは、オックスフォード大学を招いて開催された。
大会は３日間、そして試合方法には、日本で初めてオリンピック方式のダブルエリミネーション･
システム（二次式敗者復活戦制）が採用された。すなわち、予選を勝ち抜いたクルーは２回戦に
進み、これに勝てば準決勝に進出する。予選に敗れたクルーは敗者復活戦を戦う。これに勝った
クルーは、２回戦で敗れたクルーと第二次敗者復活戦を行ない、これを制して初めて準決勝へと
進む方式である。35 のクルーが出漕した。

観漕会からの評価
オ大、慣れれば相当の威力を発揮：オ大の英国の伝統を守るオーソドックス漕法もコースに慣れ
て日増しに冴えている。フォワードが柔らかく、遠くの水を掴んで引きの長さが大きい。ただキ
ャッチがともすると弱い感じを受けるが、ミドルからフィニッシュにかけて一気に引き切る力は
日本のクルーには無い強さを持っている。大体 2000ｍは 6 分 20 秒前後と見て良く、日本のＡ級
クルーの力量を出している。レースまで日本の気候に慣れコースに順応し、遠征で中断していた
ローイングの勘を取り戻せば、相当の威力を発揮するだろう。
慶大四連覇なるか：昨年に比べやや見劣りはするが、全ての点でやはりＡ級のトップと見ていい
だろう。2000m6 分 14 秒を記録、オ大より上回っている。後半も落ちることはないが、スタート
がちょっと悪く、専らスタートダッシュに重点を置いているようだ。調子としては上り坂とはい
えず、このもって行きようが大きく勝敗を左右しよう。難を言えば、フィニッシュの引き抜きが
まだ不揃いなのが気にかかる。
早大、一橋大、東大も有力：早大はフォワードにやや甘い点があるものの、久し振りに決勝進出
のチャンスを掴む気配は十分にある。
早くから注目を集めているのが一橋大だ。伝統の巧さに力強さが加わり、ブレードの切れ味も際
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立っている。ピッチ 39 のスパートは他クルーに見られない出足なので、これを随所に発揮すれば
他の追随を許さないだろう。
東大も前三者と並んで優勝候補の一角を成している。今年は特にスタミナのあるクルーを編制し
た。身長は 179cm と図抜けて大きく余裕のあるストロークを誇っている。まだ本調子を出してい
ないようだが、コンディションの調整には定評があるので各校からマークされている。
東北大はダーク・ホース：また東北大も慶大の四連覇を阻む最大のホープだ。昨年は準決勝まで
に、抽選の悪戯で慶大と二度も顔を合わせて敗れたが実力二位をうたわれた。それだけに「今年
こそは」の意気は盛んで、6 月末の対抗レースに北大を破り、そのまま不動のメンバーで全日本
に臨む。コンスタント・ピッチは 36～37 で 1000m、3 分前後という力強さ。このクルーの特徴は
後半に強いというから頼もしい。バックスイングを切り詰めて腕の引き付けを強調したので、艇
のピッチングが無くスムーズな艇速を出している。
昨年はやや精彩を欠いた京大は、メンバーを一新し一日平均 20km の力漕練習で鍛えた。7 日に
戸田コースに入り、コンスタント 36、スパート 42～43 の力漕を繰り返しているが、フォワード
は柔らかくブレードも深く決まって新艇「比叡」の出足は軽快だ。
「メンバーが若いのでレースに
硬くならなければ良いが」
と四方コーチは気をもんでいるが、
2000m を 6 分 15 秒前後の力がある。
北大は 174cm、73.1kg と体格に恵まれ、力の入ったストロークは爆発的な強さを持っている。
しかし使用艇の「手稲」が全長 14ｍと小型であるためか浮力に乏しく、体のバックスイングのた
びに激しく艇首が沈み艇速をロスしている。
（8/21：読売）

観漕会において我々は、マスコミ各紙から高く評価されるクルーになっていた。
『日本のクルーで、各校の偵察隊にマークされたのは東北大だ。柔らかいフォワードで艇速も軽
快、トライアルで 6 分 19 秒の好タイムを出している。巧妙さはないが一気の引きが速く、ハイ
ピッチで飛ばすパワーは可なり手強そうだ』
唯一つ気掛りなのは、北大戦を経験したとはいえ、レース経験者の少ないこのクルーが、全日
本選手権レガッタという大舞台で、雰囲気に飲まれることなく落ち着いて、普段のリズムで漕ぎ
切れるかということだった。

予選 ― ７人漕ぎでの苦杯
特にマークすべきクルーはおらず、微順風の絶好のコンディション、勝敗に拘わらずタイムを
出すことを狙ってレースに臨んだ。スタートからスタートダッシュも決まってピッチはやゝ高め
だったが快調なリズムに乗ってぐんぐんと艇速を伸ばし、300m で早くも水を開け独漕態勢に入
った。500m を過ぎ 700m に差しかかったとき、突然３番手のブレードがぶっ飛んでしまい、オ
ールはただの棒になってしまった。艇は大きく傾きリズムは崩れ、それまでの快調な艇速は鈍り
今度は後続のクルーに追い上げられる苦戦となった。
単なるセブン漕ぎではない。漕げない３番手が前後の漕手のリーチやフィニッシュを邪魔して
一層戦力を低下させる。さりとて一緒に動こうにも、ブレードのない丸坊主のオールでは全く動
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きが合わない。非常に重い。それでも 1500m まではトッブを維持していたがついに追いつかれ、
予選を敗退するという思っても見ない事態となった。
① 立教大 A

6’21”5 ② 大阪大

③ 東北大

3/4L

④ 岡山大

3/4L

大差

第一次敗者復活戦
500m まで全力で飛ばし、大きく水を開けたところでピッチを 25 に落とし、以後 300m 毎のパ
ドルインターバルで勝ち上がった。
① 東北大

6’30”0

② 東経大

大差

③ 新潟大

大差

第二次敗者復活戦
商船大など４クルー。スタートからリードを奪い、終始相手の背中を見ながら快調に飛ばし、
商船大に食い下がられたものの、3/4 艇身の差をつけて勝ち抜いた。大会２日目の最高タイムを
記録した。
① 東北大

6’13”1

② 商船大Ａ

6’17”4

③ 学習院大

6'29”4

中間技術評
『本命はオックスフォード大、対抗は一橋大、これに続くのが東大、ダークホースは東北大であ
ろう。敗者復活戦で勝ち上がってきた東北大は、強いクルーと対戦していないので未知数といえ
る。しかしオールに均一の力を与え続けるための科学的練習の成果が現れている。キャッチから
フィニッシュまで一定の深さで引き切っている。キャッチが美しい弧を描き、出漕クルーの中で
も際立って見事なブレードワークだ。
「2000m を６分でいくには 30kg の力で漕ぎ抜けばよい」と逆算した東北大は、30kg の力が
かかると赤電球の点く電気装置をつけて練習していた。一回戦ではオールの事故で敗れたが、そ
の科学的練習の効果で引きも安定しており、敗者復活戦で見せた脚力を十分に使いボディスイン
グにもスピードのある漕ぎっぷりは、優勝を狙う実力は十分と見た』(谷古日漕常務理事)
『ダークホースと見られている東北大は、第二次敗者復活戦で 6 分 13 秒 1 のこの日の最高タイ
ムを記録し、ダークホースの強さを見せた。もともと東北大は身体も大きく力があり、柔らかな
ようでも水中を深く速く引いていたのが、この好記録を生んだ原因であろう。ただ強いて言うな
ら、キャッチでブレードの切れ込みがあるから、この点を矯正すれば非常に威力の出るクルーと
なろう』(河野審判長)

宿敵 慶応との死闘
準決勝戦 ― またしても宿敵慶応大学との戦いとなった。慶応とは、昨年二度戦っていずれも
叩かれ決勝進出を阻まれており、三度目の戦いとなる。
スタート ― うまく飛び出した。こちらは快調に飛ばすが、相手もメルボルン五輪大会の代表
になって以来負け知らずの慶応で流石に強い。500m を過ぎて僅かに慶応がリードしている模様
だが定かには分からない。前半に強い東大Ｂは既に１艇身の差をつけて先行していたが、徐々に

- 62 -

艇速が鈍って関学大とともに後方に去り、一レーンあけて競っているので、お互いの号令がよく
聞こえる。スパートに対してはスパートで応酬する熾烈な戦いとなり、1000m を過ぎても全く差
がつかない。
勝負は後半に入ったが、わがクルーのリズムは依然快調で確実に水を掴んでいる。双方が再三
スパートを掛けて引き離しにかかるが、お互いにその効果を殺し合い、振り切れずに 1500m を
通過した。
ラスト 500 に入る。もう駆け引きなど効く相手ではない。多分慶応もそう思っていたことだろ
う。第三クオーターまでの激闘に、体力的にも精神的にも疲労が激しい。それは相手も同じだ。
後は、この悪条件下で如何にわがクルーが踏ん張って全力を出し切り、ローアウトするかにかか
ってきた。我々は早目にラストスパートに入った。やや出た感はあったが、そんなことはもうど
うでもよい。気力と気力の勝負だ。
ラスト 200 に入りピッチを 43 から 45 に上げて猛然と漕ぎ、やゝバタつきながらもゴールに飛
び込んだ。どちらが勝ったのかは分からない。それよりも苦しい。両クルーとも激しい戦いを終
え、呼吸の苦しさに悶えた。
両岸の応援は圧倒的に慶応側が多く、その連中がワーワーと歓声を上げている。
「またしてもや
られたか」と思った直後、
「ただ今のレースの着順は写真判定で確認しています」とのアナウンス
があり、暫くして『一着第３レーン東北大学』の声を放心状態の中で聞いた。
勝った、やっと宿敵を倒すことができた。艇差は僅か 10cm ― 壮絶な戦い ････ 感慨無量 ････
① 東北大

6’41”2

② 慶応大

6’41”2

③ 東大 B

6’51”3

④ 関学大

7’03”0

長蛇を逸す
決勝戦は、東北大学、オックスフォード大学、東京大学、一橋大学で争われることになった。
我々は準決勝戦が第四レースだったため、決勝戦まで約４時間しかない。宿所と漕艇場までの往
復時間、昼食時間、ウォーミングアップの時間などを差し引くと、休息の時間は少なく暑い。
午後４時、スタートの旗が振り下ろされた。スタートおよびスタートダッシュはうまく出て、
コンスタントも快調に飛ばし 500m を通過。オ大がやゝ遅れているようだが、３艇は一線か。我々
はしっかりと水を掴みリズムも良い。1000m を通過、この調子だ、このリズムを続けろ。
1500m も隣のレーンを漕ぐ一橋大とほぼ並んでいる感じだ。
ラスト 500！「よし、この艇を叩け」 ― スパートを入れる。出る。
「よし行けッ！」ラストス
パートの前に再度スパートを入れる。しかし今度は重い。どうした？慶応戦の時のような艇速の
伸びがなく、リズムも不安定だ。すぐコンスタントに戻し「脚蹴り」を入れ態勢の立て直しを図
るが、僅かのズレが修正できない。ラスト 300 からラストスパートに入るも疲労が激しく、ポイ
ントが後ろにズレてピッチも思うように上がらない。
「クソッ、もう少しだ、頑張れ！」 猛然と漕いだが追撃ならず、一橋大、オックスフォード大
に次いで第三位となった。(3/4L)
① 一橋大 6’29”1

② ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大 6’29”2
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③ 東北大 6’30”8

④ 東京大 6’34”5

戦いは終わった。漕手８人が揃ったのが１月、エイトの練習を始めたのが３月中旬、優勝こそ
逃したが、６人の新人たちはこれまでのスパルタ的な猛練習によく耐え、度胸も据わって逞しい
クルーに変身した。まさか、あのひ弱だったクルーが決勝戦を戦ったなんて ････ 信じられない。
ゴールして涙がにじんだ。
痛いほどの寒気を突いてのランニング、塩釜神社の競争登段、明るくなれば出艇，陽が落ちれ
ばライトを点けて艇庫前でのダッシュの繰り返し、炎天下連日の放水路廻り、とにかく漕がせた。
ふくらはぎ

歩く時は踵をつけず、つま先だけで歩かせた。艇庫から駅までつま先で歩くと、脹 脛はパンパン
になる。箸は左手で使うこと、決めたことは徹底してやれ、授業もよくサボらせて練習した。
「このクルーで戦うには、練習量でカバーし漕ぎ慣れるしかない」― かなり強引にクルーを引っ
張ってきたが、よく頑張ってくれた。マネージャーは逼迫した財政をやりくりし、食事を作り苦
しい時にもユーモアでムードを保ち、よくクルーを支えてくれた。
みんな、本当にありがとう ･････。 いいクルーだった。

記者による戦況
エイトの決勝は、１位から３位までが終始水の開かない、まれに見る大接戦だった。
スタートは東北大が 46 のピッチでするすると出たが、200m に差し掛かるころから一橋大の艇速
が急テンポで上昇、300m でカンバス、500m では２位の東大を半艇身リードした。東北大とオ
大は殆ど並んでカンバスだけ遅れる。800m で東北大が猛烈にスパートして追い上げ２位に進出
して 1000m を通過。トップの一橋大とラストのオ大までの半艇身差は 1500m にかかっても変わ
らなかった。この間オ大は、セトルダウン以後 35.7 を全然変えず落ち着いた漕ぎっぷりだった。
1500m を過ぎて、東北大がピッチ 40 のスパートで一橋大を激しく追い上げ、抜くかと思われた
がついに並べない。
1700m からオ大がピッチを 37～38 に上げて追い込みに入り、忽ち東北大を抜き一橋大に並ん
だ。ゴールまでの 200m をオ大と一橋大はすさまじく競り合い、両岸の大観衆を沸かせる中で両
艇は殆ど同時にゴールイン、写真判定で一橋大の勝利となった。
東北大は最後まで一橋大を脅かしたすえ力尽きた。準決勝戦で四連勝を狙う慶大を、ラスト 300
からの疲れを知らぬ猛烈なスパートで、10cm の小差で退けたのは立派だった。しかし決勝戦で
は、終始トップを争って戦ってきたが、最後の 300m から伸び足りなかったのは慶大との激戦で
疲れていたためだろう。
力強さという点では、北大とともに一橋大以上と思われ、両校の健闘が賞される。

エドワーズ監督談
二回戦 ― 今日も相手の出方を見て漕ぐという作戦を取ったが、スタートの失敗で昨日より苦
戦した。リードして相手を見ながら漕ぐほど有利なことはない。700～800m で慶大が出た時は多
少不安があったが、ここで慶大の力を考え、1000m 過ぎのスパートで盛り返したのが結果的には
成功した。このスパートはピッチを上げるのではなく一本一本のストロークを強くするやり方で、
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傍目には分からなかったかも知れない。我々も二度レースに勝ち、さらに自信がついた。記録も
スタートの逆風、後半の横風を考えればまずまずの出来だ。
（8/23 日刊ｽﾎﾟｰﾂ）
決勝戦 ― レース前、
クルーには 1500m までにリードしなければ勝てないと云っておいたが、
結果はその通りになった。オ大は 37 以上のピッチは出ないので、日本クルーのように 40 以上の
ピッチで行かれて最初離され過ぎた。これが敗因だろう。1000m で１艇身の差がついた時、はっ
きり負けたと感じ、あとはせいぜい半艇身まで詰めればと思っていた。これがぎりぎりまで追い
込んでくれたのだから言うことはない。クルーの調子は最上。ただ一橋大の力に負けたというほ
かはない。一橋大に限らず日本のクルーは、スムーズな漕ぎ方でピッチの上げ下げを行っており、
これには感心させられた。その力もＡ級だ。
（8/24 ﾃﾞｲﾘｰｽﾎﾟｰﾂ）

ラザフォード主将談
二回戦 ―スタートが悪かったので非常に苦しいレースだった。慶大は良いスパートを持ってい
るのでびっくりしたが、あれが 800～1000m の所でなく、ラストに持って来た方が良かったのでは
ないか。あの場所でスパートするという事は一種のギャンブルで危険が伴う。
（日刊ｽﾎﾟｰﾂ 8/23）
決勝戦 ― 今日のレースは私の生涯の記憶に残る素晴らしいものだった。スタートから日本の
各クルーが飛出し、1000m 位まではどうしても追い付けない。これはもうダメかと思ったが、
1500m 付近で詰まったので希望を持った。しかし一橋大、東北大各クルーのスパートが強力でこ
れに追い付くのが精一杯だった。ゴール前 50m ほどでスパートしようと思ったが、いち早く一橋
大が猛烈なスパートに入っており、どうしてもダメだった。しかしこれだけ素晴らしいレースを
して敗れたのだから悔いはない。戸田のコースは水も落着いていて風を適度に防ぐように出来て
おり、申し分ないと思う。また観客の態度も紳士的で、今までにない気持ちの良いレースを経験
できた事はうれしい。
（8/24 ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ）

オックスフォード大学のボート
横顔
今年の春、105 回目のケンブリッジ大との対抗レース（4.25 マイル,6800m）で６艇身の差をつ
けてケ大の５連勝を阻んだ。オ大がダーク・ブルー、ケ大がライト・ブルーのスクール・カラー
であるところから、このレースに選ばれた選手は「ブルー」と呼ばれ社会的尊敬を受けている。
ブルーになるのはオ大を構成する 36 のカレッジ・ボート部の中から選ばれるので非常に難しく、
体格、技術はもちろん人格的にも優れていなければならない。来日メンバーでは、3 番およびバ
ウ以外の 7 人は今年選出されたブルーである。
7 月のヘンレー・レガッタでは呼び物のエイト、グランド・チャレンジ杯に出場、今年の米国
NO.1 クルーで世界最強といわれているハーバード大学と準決勝で大接戦を演じ、半艇身で敗れた
が実力第 2 位と評価された。このレースでハーバード大は、コースレコードを記録して優勝した。
（世界の二大レースといわれるのは最古の歴史を有するこのヘンレー・レガッタと欧州選手権）
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この二つのレースに出場した選手が今回来日のメンバーであり、欧州選手権の英国代表を辞退
して来日したのでその覚悟振りも相当だ。こうした事を考えると 5 年前に来日したケンブリッジ
大よりは、かなり力のあることが想像できる。平均年齢 22 歳、高校時代から大レースの経験を持
ち、漕歴は平均 6 年。
漕法
英国伝統のオーソドックス漕法で、背筋を伸ばしたまま大きく
前へ身体を倒し、キャッチでの腕の引き、脚の蹴り、身体の後方
への倒し込みの三力一致で深く一気に引き切ろうとするブレー
ド・ワークだ。クイック・リカバリー（漕ぎ終わってからの早い
起上り）、スロー・フォワード、シャープ・ターン、キャッチ前
の静止など、全て日本では大正から昭和の初期まで各コーチが強
調した教科書通りの雄大なフォーム。
ブルーの選考
ブルーの選考はバンピング・レースによって行われる。これ
は１ダースの艇を一組として各艇が１艇身半の間隔でタテに一
列に並びスタートする。約 2000m のコースで後ろの艇が前の艇の
カンバスに衝突すると勝ちになり、四日間同方法で順序を入れ換
え順位を決める。それをオールドブルー達がじっくり見て優秀な
者を選び、彼らを特別に練習させてその中からブルーを選ぶ。
主将
主将は「プレジデント」の称号で呼ばれる。前記ブルー達の上
に立つ主将だから、その人選には人格、学業、競技面など全ての
点を考慮して任命される。今回の主将は 4 番手のラザフォード選
手で、彼の命令には他の選手達は絶対服従して規律は非常に良く、
主将が練習上の最高責任を持っている点は注目される。
練習のこと
日本の超猛烈練習と違って、練習を短期間に効果的にする点も
一つの特徴である。日本のクルーたちはシーズンともなれば相次
ぐ合宿練習、文字通り艇に明け艇に暮れるが、彼らはレース前だ
からといって特に練習量を増やさないそうだ。ラザフォード主将はこれについて「我々は学生で
あり、学業がそれによって疎かになったり、私生活の束縛になってはいけない。2 時間の練習を
各人ムダなく過ごせば、それで十分だ」と語っている。
エドワーズ・監督兼コーチ
エドワーズ監督が指導しているが、これはクルーの一つの誇りになっている。彼は現役時代三
度に亘り選手権を獲得した名選手で、殊に 1931 年のヘンレー・レガッタでは、エイトと舵手無し
ペアの 2 種目で世界の強豪を押えて優勝するという輝かしい経歴の持ち主。英国の漕艇界にあっ
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て神様みたいな存在で、クルーの絶対的信頼を受けている。 (8/17：朝日)

次年度への課題
今年は初めて体力強化の合宿を行った。ランニングやサーキット・トレーニング、塩釜神社の
競争登段など、効果が考えられることを全て取り入れてみた。その効果を定量的に捉えることは
できていないので、どの程度ローイングの向上に益したのかを論ずることはできない。しかし本
学の場合、高校時代に運動歴を持っている人の入部はごく希なだけに、体力強化トレーニングを
重視する必要がある。
今年もマーチン先生の助力を予定したのだが、先生の事情により指導を受けられず、筋力強化
の面は体系的には行えなかった。それでも、ある程度の期間集中的に行ってきたので、若干の効
果は見られたものと信ずる。今後は専門性の高いトレーナーの指導を受けて、身体作りや体力強
化に本腰を入れて取り組む必要がある。
昨年は故障者が出て４月に新人を充当することとなったが、今年も島田の盲腸炎により、危う
く練習努力が無に帰すような事態に直面した。両年とも最終結果からは事なきを得て推移したか
に見えるが、維持していたレベルは明らかに低下してその挽回に可なりの時間を要したことから、
更なるレベルアップを阻害したことは間違いない。
これからは、バックアップクルーを常備して緊急事態に備えるとともに、新人の育成と選手層
を厚くしていく取り組みが必要である。
堀内監督は、合宿生活を通じて心のつながりを強め、
「一艇一心」への昇華に努めることを要望
された。このボートマンとしての『精神的な原点』を各人が肝に銘じ、真に畏敬されるクルーを
如何にして作り上げるか ― 常に意識して取り組むべき課題である。
慶応大との 10 ㎝の戦いは、これからの本学の発展にとって画期的なスプリングボードとなろ
う。クルーの一層の精神的な充実と相俟って、新しい伝統が築き上げられることを望みたい。
決勝戦の戦い
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ラップタイム

区間タイム

【対校クルーの陣容】
監督 ：堀内 浩太郎

Ｃ 三澤 博之 (経３)

コーチ：富永 忠弘

Ｓ 千葉 建郎 (経４)

香川 謙

７ 児島伊佐美(法４)

選監 ：牛尼 富泰 (理 3)

６ 田崎 洋佑 (農２)

佐藤 譲二 (文 2)

５ 斎藤 宏 (工２)

主将 ：島田 恒夫 (法４)

４ 佐藤 哲夫 (工２)
３ 田村 滋美 (工３)
２ 鶴見 隆弘 (経２)
Ｂ 島田 恒夫 (法４)
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昭和３5 年度

（１９６０）

― 新しい漕法の展開と世界への挑戦 ―
クルーの編制

･･･････ 73

五輪に臨む監督の意気

･･･････ 93

さらなるレベルアップを目指して

秋期合宿 (塩釜)

･･･････ 73

漕法について
密着指導と家族の協力

ローマを目指して

･･･････ 73

タイムを短縮できる限界

漕法発展の足跡

逆風対策

６分を切る漕法

上位に迫る日本

奥の水を！

５分５０秒の戦い

開けた未来

オリンピック･レースに臨んで
朝日招待レガッタ観漕会

塩釜合宿

･･･････ 80

東京合宿

･･･････ 80

朝日招待レガッタ

ローマ合宿

超ロングレンジ漕法の習得

アルバノ湖

泡開け漕

オリンピック村

整調の役割

練習環境

･･･････ 99

辻斬り

オリンピック・レース
新漕法の威力の検証

･･･････ 84

レースの予想

６分への門

予選

会心の 1000m

イタリアとの戦い

失敗の 500m

エイト決勝

目標達成！― 5 分 55 秒 4

ドイツクルーが参考

仕上げの 1000m

強豪と戦ったボート

代表選考会までの記録

痛恨！乾燥気候と艇の変形

準備は整った！

･･･････ 88

国際レース初体験

艇速をつかむ

スタートの失敗

理論の実証

我がクルーの力

栄光への力漕

･･･････ 89

･･･････ 100

レベルダウンの反省点

･･･････ 106

･･･････ 107

記者による事前評価

新たな目標の欠如

第一次予選

クルーのレベル確認の不徹底

第二次予選

バウサイドストローク効果の未確認

準決勝戦 ― 5 分 59 秒 6

練習量の不足

決勝戦 ― ローマへ！
記者の評価

年間活動一覧

塩釜合宿

向島合宿

塩釜合宿

尾久合宿

10/04～12/10

12/14～01/10

01/16～03/04

03/05～05/08

陸トレおよびフィックス艇

1/01：超ロングレンジ漕法

での基礎練習

の展開
1/10：3’01”6

学年末試験

4/1：6 分を切る目途が立つ

陸トレ中心

4/03：2’52”5

(日漕診断会)

4/23：1’22”6

(日漕観漕会)

4/30：5’55”4

(トライアル)

5/08：5’59”6

(代表決定戦)

(1000m)

ローマ五輪代表となる

６７ 日

２７ 日

４７ 日

６５ 日

塩釜合宿

尾久合宿

佐鳴湖合宿

尾久合宿

05/17～06/07

06/08～06/25

06/26～07/09

07/10～07/24

朝主体の乗艇練習

サイドチェンジ(バウサイド

基礎技術の見直し

ストロークに変更)

漕力の測定

レース艇『図南』をローマ

3’01”0
7/24：朝日招待レガッタ

へ発送

２１ 日

7/20：日漕記録会

4’49”1

１７ 日

１３ 日

(優勝)

１４ 日

ローマ合宿

08/10～09/02
8/31～9/02：
第 17 回 オリンピック大会
最高計時：6’11”86 (予選)
敗復敗退,決勝進出ならず

２３ 日

（注）

以下に記述する年間活動において【】で括った見出しの事項は、堀内監督による指導事項であることを示す。

昭和３５年度 (1960)
― 新しい漕法の展開と世界への挑戦 ―
クルーの編制
驚異的な進歩を遂げた昨年度クルーの６名をベースとして新年度のクルーが編制された。
例年ならば３名の新人補充で対校エイトが組めるのは、
レース経験者が多いという強みを持った、
可能性の高いクルーとして期待される。しかしこの年はオリンピック･イヤーであることから、各
校の取り組みは早く非常に力が入っていた。
昨年優勝した一橋大は、４年生の全員が留年してオリンピックに備え、また東大も最小限の入
れ替えに止めるため、可なりのメンバーが留年する決意を示しており、慶大も我々に敗れたとは
いえ、分厚い選手層に支えられて大型のクルーを組み代表の座を狙っていた。このような強豪校
の準備態勢に比べると、全くの新人を３名乗せて５月初旬に行われる代表決定戦に臨む我々は、
スタート時点において決して優位に立っていた訳ではなかった。このクルーの平均身長は 178.2
㎝、体重は 72.9kg であり、本学としては最も大型のクルーが編制されたのである。
そして昨年の反省に立ち、エイトクルーをバックアップするためフォアクルーを組み、ともに
代表戦を戦う決意も新たに活動を開始した。

秋季合宿 （塩釜）
10 月 4 日、新年度のクルーが艇庫に集合した。メンバーは、昨年決勝を戦った 6 名を中心とし
たエイトと、これをバックアップするフォアクルーの面々であり、大人数による賑やかな合宿態
勢となった。練習は、前年度のような計画的な体力強化を図る合宿等は行わず、朝は塩釜神社へ
のランニングと階段登り、平日の夕方および休日はタブペアやフィックス艇を使った漕艇の基礎
練習を行った。
12 月に入って、
突然漕手の一人が降艇することになったためフォアからメンバーを補充したが、
フォアクルーは新たに新人を探さねばならなくなった。新人獲得の難航や内部のちょっとしたご
たごたもあり充実した練習とは程遠く、
オリンピック代表を狙う気迫の盛り上がりは乏しかった。
このような状況から予定を早めて上京し、堀内監督の指導を受けることとした。

ローマを目指して
当初心配されたエイト編制も間に合い、12 月半ばから一橋大の艇庫を借りて正月合宿に入った。
堀内監督も同宿され、本年度初めてエイトによる本格練習が開始された。
まずクルーとして艇に慣れることが必要であり、身体を大きく動かして平らに水を押し切る漕
艇の基本技術の習得を目的とした。このため、ピッチは 25～30 の短漕とインターバル･ロング漕
を組み合わせ、エイトとしての基本形成に努めた。
堀内監督は、5 月に行われるオリンピック代表決定戦に臨む構想を示されるとともに、新たな
観点に立った『6 分を切る漕法』を、以下のように体系的に講義された。この漕法は、有効なス
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トローク・レンジを確保するため、腹で膝を割ってまで上体を前へ伸ばし、水をキャッチしやす
い奥の水を掴む点に特徴があり、これまで国内では見られなかった漕姿となる。ここではこの漕
法を「超ロングレンジ漕法」と呼ぶ。

漕法発展の足跡
堀内監督はローマ・オリンピック大会への代表決定戦に臨む考え方を次のように述べられた。
昭和 32 年度のクルーにおいて、富永監督の下で技術指導を担当するコーチに就任した。勤務
の関係から、クルーには極力東京で合宿してもらうこととし、この年初めて尾久で春季合宿を行
った。この合宿では、東大の根岸正さん、京大の高村仁一さんを招いて漕法知識の導入を図り、
普遍的な国立大学系の標準漕法を採り入れた。
昭和 33 年度は、春季合宿においてキャッチはほぼ完成したが、フィニッシュはレースに至るも
未完に終わった。
昭和 34 年度は、春のうちからフィニッシュをキャッチと平行して取り組んできたことから、キ
ャッチは未完に終わったが、フィニッシュはほぼ出来上がった。キャッチは強力なほど望ましい
が、概ねキャッチクルーはキャッチのショックが腰に大きな負荷を与えるため、後半の艇速は落
ちる傾向にある。しかしフィニッシュがよく決まるクルーは、後半においても余り落ちないこと
が判明した。
このような経緯をたどって今日に至っているが、本年はこれまでの漕法にさらに磨きを掛ける
こと、および『６分を切る漕法』を完成させることを目標とする。

６分を切る漕法
【ロスを見込んだストローク・レンジ】
ボートを速く進めるためには、長いレンジを平らに一気に引き切る必要がある。しかしブレー
ドが水に入ってオールがしなり出すまでは推進力は生まれない。今までは一定のストロークレン
ジの中で、キャッチやフィニッシュでのロスを如何に少なくするかに重点を置いてきた。従って
リーチの出切ったところで素早くブレードを水に沈め、その瞬間に爆発的な瞬発力でオールを引
くという高度な技術が要求された。従ってリーチが短いと、いくらキャッチが鋭くてもオールが
しなるまでのロス分をゼロにはできないので、推進力が働くレンジが短くなる。また「奥の水を
掴んで一気に引き切る」
とは言っても、
フルリーチした姿勢から一気に蹴ることは非常に難しい。
そこで予めこのロス分をレンジの中に見込んでみようと思う。つまり有効なローイング･レン
ジ(実際に水を押している部分)の前後に、ロス分を付加するという考え方だ。キャッチでのロス
分とは、ブレードインしてからオールがしなるまで、フィニッシュのロス分とは、水を押し切っ
てからのフォロースルーの部分である。従ってオールの動くレンジは、従来よりもずっと大きな
ものとなる。
キャッチにおいては、オールが水を引っ掛けたときから頑張ることとする。オールが水に追い
つくところまでの間では頑張ってはならず、水を掴むまではリラックスしている。
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また引き終わりはギリギリまで引っ張ることなく、事後処理に充てる。
これらのことを鵜呑みにすることは非常に危険で慎重を要する。とにかくオールが水を掴まえた
途端にツーンと脚が蹴れるように練習するが、その代わりそんなに極端にキャッチを速くする必
要はない。

【膝を割ってのフルリーチ】
リーチは腹で膝を割って一杯に出し、なるべく奥にブレードインする。このような態勢では直
ぐには脚は蹴れないし、飛び返ることは困難だ。ただこれ程までにリーチを深く取る目的は、バ
ックスピードとは無関係に、ただ単に水を容易にキャッチするためである。
いま舷側とオールとが 90゜の位置で水を掴む場合と、30゜の角度で掴む場合とを比較すると、
前者は艇速(水の流れる速度)を上回る速度でオールを引かなければならず、高度な技術が必要と
なる。しかし後者では、流速の半分の速度を超えればキャッチできるので、水を掴む技術習得は
かなり容易なものとなる。
従ってリーチを十分深く取り、オールを出来るだけ遠くに振り出してやれば、それほど多くの
経験や高度の技術を要せずとも、水をキャッチすることができる。流速の遅いキャッチし易いと
ころで水を掴み、ブレードが完全に水に没してストロークに移る時までに、上体がストロークの
負荷を腰で支えて引ける態勢に入っていれば良いのである。

【深いリーチの利点】
深いリーチの利点とは、端的に言えば「リーチを深く取るほどキャッチが容易になり、水を押
し始めるまでのストローク･ロスを小さくすることが出来るとともに、
有効なストロークレンジを
大幅に長く取れるようになる」ということである。
何故なのか？ (下図参照)
いま艇がある速度で走っているものとする。これは漕手の側から見れば、艇速と同じ速さで水が
流れていることになる。そこで漕手が艇とオールの角度が 90°のところでキャッチしようとする
と、ブレードは艇速と同じ速さの水流に追いつき、それ以上の速さになって初めて艇に推進力を
与える。しかしフォワードしてきた身体が、瞬時にストローク方向に向きを変え爆発的にフルパ
ワーを出力することは難しい。従ってこの角度でのキャッチは難しく、ブレードが水に追いつく
までのストローク･ロス(流される距離)は大きくなる。
一方リーチを深く取り、艇とオールの角度が小さくなればなるほど、ブレードと水流との角度
は小さくなるので、水を掴みやすくなる。艇とオールの角度がゼロになるまで振り出す極端な場
合を考えれば、
ブレードは水流と平行になるので、
静止状態の水をキャッチするのと同じになる。
従って、ここでキャッチすれば、ブレードは流されることはなくキャッチロスは殆ど生じない。
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このようにリーチを伸ばすほど、キャッチは容易になっていくのである。例えばオールを艇に
対して 30°まで振り出してキャッチする場合は、ブレードと水の流れとの角度が小さくなるので、
流速の 1/2 のスピードで水を掴むことができるのである。
オールを十分に振り出して「遅い水を掴む」という表現は、キャッチロスの生じにくい「さらに
奥の水、後ろの水」を掴むことを意味しているのである。
しかしキャッチ時に漕手が漕いだ力が艇速として伝わる効率は、キャッチの容易さとは逆に
「奥の水」を掴むほど小さくなる。それは艇とオールの角度が小さくなるほど、水を掴んだブレ
ードが、艇の推進力には寄与しない艇の横方向へも水を押しているからである。このエネルギー
ロスを見込んでも、奥の水を掴んでキャッチロスを防ぎ、有効レンジを確保して水を押し切る方
が、艇速にとっては遥かに大きな効果があるのである。
漕ぎ方としては、キャッチは漕ぎ入れ時に流されるストローク･ロスの少ない深いリーチのポ
ジションで水を掴む。この段階では、身体はすぐに跳ね返ることは出来ないので、瞬時に鋭く漕
ぎ入れることを意識する必要はない。ブレードが沈み切るまでに跳ね返れる態勢を整え、ストロ
ークはジワッと力を加えて水を押し切るのが望ましい。



艇速と同じ速度で水を掴む



艇速の 1/2 で水を掴める
艇を横に押す力が働く

オールの振り出し角度（α）と水に追い付く速度（VB）の関係

【どうやってキャッチする？】
強いキャッチとは、脚の蹴り始めをシャープにする研究である。すなわち、脚の角度変化が少
なくしてスピードを得られるところをキャッチに使うことである。柔らかい脚のたぐり寄せから
シャープに蹴り戻すこと、そのためには艇速に見合っただけ艇をたぐれば良いのであって、キャ
ッチ前で急に艇をたぐってはならない。

図のように、低いフェザーから素早いキャッチを試みると、力の方向が変わる点が二箇所でき
てしまい、しかも相当の上下方向のブレードのスピードがないことにはなかなか難しい。しかも
ブレードが丁度良い深さに止まるためには、
多年の経験と高度な技術が要求されるばかりでなく、
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ＡおよびＢの両点においては自然に上体に力が入ること、エネルギーロスが相当に大きいこと、
殊にＢ点においてはブレードを適当な深さに沈めると同時に、それ以上深く沈まないようにコン
トロールしつつ水を押すべく横に動かさなければならないので、
かなり高度な技術が必要となる。
その上キャッチにおけるショックが急激に腰に伝わるため、フィニッシュまでコンスタントに水
を引き切ることが困難となるばかりでなく、身体の疲労度も著しいものとなり、レース後半にな
ると艇速を落す結果になりやすい。

そこで次の図のようなキャッチを試みてみる。
すなわち手のアップワード・モーションを等速で動かすという前提で、ブレードの動きが放物
線を描くとすれば、手の動きも放物線を描くことになる。しかしこの様にしてキャッチが行われ
る時オールは非常に深くなり、推進力にはなりえない。そこで手の(ブレードの)丁度良いタイミ
ングにおいて足を鋭く蹴り卵の尻を撫でるような感じでブレードをローインしてみる。Ｘポイン
ト(足を蹴る時期)をどこにするか？ これが可なり難しい点である。

このキャッチでの利点は、キャッチにおけるキャッチモーション、すなわち前頁の図のＡから
Ｂに相当するオールの上下方向の動きをなくし、いきなり水を横に押すべくローインするので、
上体が非常に楽になり余計なエネルギーロスを省くことができる。それに加えてリーチを深く取
ることにより、より奥の水、より遅い水を掴むわけであるから、前記のキャッチよりは数段楽な
キャッチができる筈である。従ってキャッチにおけるショックは相当に緩やかなものとなり、腰
にかかる負荷はそれだけ軽減するので、レース後半まで引き切る余力が生ずることとなる。
このキャッチを成就するためには、可なりのハイフェザーが必要であり、高いところから落と
し込みながらローインする形態となる。従ってブレードのターンはなるべくシャープなほど望ま
しいが、ブレードが放物線を描くためには、極端なシャープターンはできなくなるだろう。
このキャッチにおいて特に注意する点は、前述のように「Ｘポイントをどこにおくか」というこ
とと、
「キャッチにおけるブレードの上下方向の無駄な力をなくする」という点にある。そしてキ
ャッチからなるべく平らなオールを引くことに努力が払われるべきである。

【発火点とブレードの同調】
脚を蹴るタイミング(Ｘポイント)と、ブレードが水を押し始めるタイミングとの間にタイムラ
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グが存在するが、これはピストンにおける発火点と爆発点との関係に立つものである。ピストン
が上死点に至る少し手前に発火点をもってくるのとよく似ていて、ブレードが水を押し始める前
に必要とされるタイムラグと考えてよい。
即ちＸポイントにおいて脚は蹴り始めているが、それはフォワードしてくる上体のコックス方
向へのスピードにブレーキをかけているだけであり、未だ上体をバウ方向にバックさせるには役
立っていない。上体のスピードが止められてからの脚の蹴りで、上体の運動方向が変わるのであ
る。従ってこのタイムラグにおいては、ストレッチャーに体重がフルに掛かるであろうが、加速
度計で見られるキャッチ前の深い谷に相当する部分であり、
“カラ蹴り”
をしているわけではない。
ただし、膝が最高に立った状態で足を蹴ることは非常に難しいことではあるが、この時は脚の角
度変化が小さくてもスピードが得られるので、脚力を強化してキャッチの有効性を高める訓練が
必要である。
全神経を集中して会得しなければならないことは、Ｘポイントとブレードのローイン･タイミ
ングとの同調である。即ち、ハンドルに引っ張られてフォワードしてゆき、脚・上体・腕のデッ
ドポイントと、放物線を描いて落とし込まれるブレードのデッドポイントとの 4 つのタイミング
を一致させる同調点を探り出し、身体にインプットする必要がある。
目的は、ストロークの有効部分を確保することである。
ブレードが水に追いつくまでは頑張らずにリラックスすること。ブレードが水を引っ掛けたとき
から頑張ることとする。例えばストロークレンジを 10 区に分け、水を掴んだ 2 区から腰のボルト
を締めて脚力を十分に効かせ、6～7 区までに「もう十分に漕いだ｣と感ずるようにオールを引く。
フォワードの柔らかい脚のたぐりから、オールが水を捉えた途端にシャープに脚が蹴れるように
練習するが、従来のようにスパッと水を切る必要はなく、いわゆる「卵の尻を撫ぜるように」柔
らかくブレードを落とし込んでいく。

【おとなしいフィニッシュ】
フィニッシュは、上体のバックスピードを腹筋は遊ばせて腕の引付けで吸収し、上体に前向き
のスピードを与えてリラックスする。
引き終わりについては、従来のようにフィニッシュぎりぎりまでオールを引くのではなく、十
分に引けるところまでを以ってストロークとする。以後は、ブレードは水中にあってもそれは水
を押しているのではなく、いわゆるフォロースルーをしているわけである。従ってブレードは水
と同じ速度で流すため、
フィニッシュにおいてオールを抜くためのエネルギーは不要となるため、
非常におとなしいフィニッシュとなる。
そしてフィニッシュし終わった時は、漕ぎ泡をポカンと眺めている感じで引き終わるのである。

【全ネルギーを漕力へ】
有効なストロークレンジを確保するために、その前後にブレードが水に没するに要する区間、
およびブレードが水中から抜け出るための区間を設定する。これによって、ストロークの準備や
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事後処理に要するエネルギーロスをなくし、ショックを軽減することができる。このような漕ぎ
方によってスタミナの消耗を最小限に食い止め、スタートからゴールまで出来るだけコンスタン
トなスピードで艇を走らせることを実現したい。
これまで種々の言葉を用いてきた。例えば奥の水、艇の蹴り戻し、腰のボルト、上体のリラッ
クス等々、これらは全て強いキャッチを成就する方法であり、これをマスターする必要がある。
キャッチへの動きに対して一つのイメージを持ち、みんなで新しいキャッチを開拓するべく努力
することが肝要である。方針は毎日変わるであろうが、その日に何か一つをモノにする意気込み
をもって、考えながら漕いでほしい。
以上に述べた考え方に基づき、漕手のもてるパワーを全て推進力に転化し、世界に通ずる強力
なクルーへの飛躍を目指していく。
以上がローマを目指す『６分を切る漕法』である。

奥の水を！
年明けからリーチを大きく伸ばす『超ロングレンジ漕法』の習得に取り組んだ。まず腹で膝を
割って深くリーチする感覚をバック台での引っ張り合いで実感することから始めた。これを艇上
でまず部分漕で行い、尻が浮き上がるギリギリのところまで爪先を利かせてリーチを伸ばす練習
を繰り返した。次にこれをエイトに展開するのだが、当初はバランスがとれずなかなか柔らかく
伸びることができなかった。部分漕と全体漕とを反復して行ううちにバランスが取れるようにな
り、曲がりなりにも奥の水を捉える感じが出て来てピッチも 30～33 まで上がる。
少しでも持久力を付けるため、インターバル・ロング漕に加え、クルーの意識を「泡の開き」
に集中させてのパドル漕ぎ(泡開け漕)を取り入れた。泡の開きが詰まってくると「脚蹴り」を入
れてストロークレンジを整え、全員が気合を入れてリーチを深くとり艇速を維持していく。50 本
から始めて 150 本ほどに伸ばしていき、次第にエイトらしさが出てきた。

開けた未来
1 月 2 日、初漕ぎに集まった一橋大ＯＢの要請を受けて、向島艇庫前で一橋大クルーとスクラ
ッチレースを行うこととなった。相手は前年の全日本レガッタの覇者であり、オリンピック代表
を狙う最有力候補のクルーだ。これに対し我がクルーは、新人を 3 名乗せローピッチで基礎練習
に励んでいた段階で、この時点での彼我のレベルには可なりの差があると目されていた。
レースは、
30 本を 4 回と 100 本を 1 回並べ、
いずれも 2 シートから 1 艇身の差をつけられたが、
これまでの練習で漕いだこともなかった 35～37 のピッチで漕ぎ通し、
しかも予想だにしなかった
僅差だったことに驚いた。
さらに 1 月 10 日、大袈裟に言えば我々の運命を分けることになったスクラッチレースが行わ
れた。この日我々は、東京合宿での成果を確認するため、尾久から戸田へ漕ぎ上ってタイムトラ
イアルをすることとした。コースに入ってみると、正月から合宿所を移した一橋大の他に東大･
北大も練習していたことから、堀内監督の呼びかけにより 4 艇で 1000m の競漕トライアルを行う
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こととなった。
我々はスタートダッシュ後のコンスタントを 38 で引き、レース経験を積んだ高学年クルーの
東大と激しく競り合い、ほぼ同着で 3 分 01 秒 6 を計時した。この時点での東大の力量は、選手構
成から見て、一橋大と並んで我々よりも可なり先行していると思われていたが、このクルーと互
角に戦えたのである。そしてあの一橋大には水を開けて勝利し、正月の向島でのスクラッチレー
ス以来僅か 10 日という短期間のうちに、
あの眩しい程の一橋大との地位を逆転していたのである。
「超ロングレンジ漕法」によって奥の水を掴み、一気に水を押し切るストロークによって、体力･
経験ともに勝っている強豪クルーを凌駕したのである。
まさに驚天動地、
「俺たちもやれるんだ！」― 未来に向けて明るい希望が一気に膨らんだ記念
すべき日となった。このレースを契機として我々の練習目標は、これまでの基礎技術習得の課題
から競漕力強化の課題へと、オリンピック代表戦を見据えたレベルに向かって突き進むことにな
った。

塩釜合宿
1 月中旬に塩釜に戻り冬季合宿に入った。2 月初旬から 16 日間は、期末試験のため練習を中断
した。この合宿では塩釜神社へのランニングと階段登り、バック台の蹴り出し、ジャックナイフ
跳び、低鉄棒等の陸トレを中心に行い、エイトによる乗艇練習は行わなかった。
期末試験後の約２週間は、３月からの東京合宿に備えてエイトによる練習を本格化し、何とか
ピッチ 38 のパドルまで上げられる様になった。

東京合宿 (尾久)
学期末試験を終え、晴れ晴れとした気持ちでオリンピック代表決定戦に向けての合宿に入った。
正月合宿で有力校と肩を並べた自信を胸に、超ロングレンジ漕法をしっかりと身につけ、６分を
切って代表権を勝ち取る決意を新たに練習に取り組んだ。

超ロングレンジ漕法の習得
ブレードワーク
《有効なローイングレンジ(実際に水を押している部分)の前後に、ロス分を付加する。キャッチ
でのロス分とは、ブレードインしてからオールが撓るまで、フィニッシュのロス分とは、水を押
し切ってからのフォロースルーの部分である。これらのロス分を見込むのでオールの動くレンジ
は、従来よりもずっと大きなものとする。これを実現するため、膝を割ってリーチを一杯に出す》
〔展開〕
漕手各人が堀内監督に、バック台の棒引き姿勢で腹で膝を割って上体を限界まで引っ張っても
らい、キャッチにおけるリーチの伸び具合を、自分の感覚として覚える所から始まった。
艇上では、まず一人漕ぎでチャボって自分の伸び位置を確認し、片舷、ペア、フォア漕ぎでロ
ングレンジ･ローイングのイメージを焼き付ける。
そしてエイトによる軽漕からパドルへと展開し、
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膝を割り限界まで伸びて奥の水を掴むことを心掛けた。
漕手の伸び具合は、モーターボートで側面から堀内監督に見てもらって現状を指摘していただ
くと共に、夜のミーティングにおいて、クルー全員で８㎜動画を見ながら自分の現状を確認し、
直すべき点を確認し合った。練習が進む間にこのプロセスを何度も繰り返し、以前の８㎜動画と
の比較も行い、変化の度合いも確認して行った。

キャッチ
《キャッチにおいては、オールが水を引っ掛けたときから頑張ることとする。オールが水に追い
つくところまでの間では頑張ってはならず、水を掴むまではリラックスしている。
オールが水を掴まえた途端にツーンと脚が蹴れるように練習するが、その代わりそんなに極端
にキャッチを速くする必要はない。リーチを深く取ることにより、相対的に流速の遅い所で水を
掴み、ブレードが完全に水没してストロークに移る時までに、上体がストロークの負荷を腰で支
えて引ける態勢に入っていれば良い。これにより、それほど多くの経験や高度の技術を要さずに
水をキャッチできることになる》
〔展開〕
「出来る限りフォワードを伸ばした後ブレードのエッジが水に触れ、ブレードが水没するまで
の間上体はリラックスし、ブレードが水没するや否や脚を蹴り、上体を飛ばして一気に引き切る」
というイメージを頭に焼き付け、片舷、ペア、フォア漕ぎで表現する。これを全員注視の下で各
人の状態をチェックし、水の引っ掛かりを早くするように努力した。この練習メニューとパドル
漕とを直結させて、泡の開き具合を確認した。
「一杯にリーチして水を掴んだら一気に引く」イメ
ージをオールに表現するため、繰り返して反復練習を行った。
またキャッチでのロスの最小化に向かって４つのデッドポイントを同調させ、ブレードインに
際して流される区間を出来る限りゼロに近づける意識を徹底した。
目指すキャッチにどれだけ近づいているのかに関しては、横から肉眼で見ただけでは分からな
い。艇速を左右する最も重要な点でもあるので、ポイントとなる微妙な点は夜のミーティングで
８㎜動画のスローモーション画像を見ながら監督以下クルー全員でチェックし、問題点を洗い出
して翌日の練習課題とした。
脚蹴りの鋭さを鍛えるため、陸上トレーニングとしてバック台の蹴り出しを重視した。また上
体のバックスピードを増すトレーニングとして、マット上で足首を押さえておいて上体を鋭く跳
ね返す、
「ジャックナイフ跳び」を取り入れた。

フィニッシュ
《フィニッシュは、上体のバックスピードを腹筋は遊ばせて腕の引付けで吸収し、上体に前向き
のスピードを与えてリラックスする。引き終わりはギリギリまでオールを引くのではなく、十分
に引ける所までを以てストロークとする。以後は、ブレードは水中にあってもフォロースルーの
区間となる。これにより、ブレードは水と同じ速度で流すため、フィニッシュにおいてオールを
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抜くためのエネルギーは不要となる》
〔展開〕
ストラップから足を外し、プレスダウンの状態でブレードインしてから上体を飛ばし、それを
腕だけで引き付け上体を迎えるようにしてオールを抜く。上体の飛ぶ力を腕で吸収しきれないと
後ろに倒れてしまう。
この練習は、艇が止まっているより艇速がある程度出ている方が実態に合うので、フォアで競
い合いそれをエイトに反映させた。
これを習得することにより、直ちに艇速が出るようになるという訳ではないが、オールをスム
ーズに抜くことが出来るようになる。このため、フィニッシュで無駄な力を使うことなく楽にフ
ォワードを出せるようになり、これが良いリズムを作るのに役立ち、艇速を持続して行く助けに
なった。
フィニッシュにおける腕の強化法としは、
陸上での低鉄棒による腕引きが有効であったと思う。

泡開け漕
2000m で 6 分を切るためには、17 秒台/100m の艇速で約 250 本を漕ぎ切らなければならない。
従ってこの条件を突破するためには、
決められた本数をノルマとして漫然と漕ぐだけではダメで、
一本一本のオールに注意力を集中させ、艇速を意識して漕がなければならない。
ロング漕において、後半あまり艇速が落ちなくなったのは泡開け漕のお蔭だった。
泡開け漕は、パドル短漕の艇速の 80％程度の力で漕ぎ出し、深いリーチと有効ストロークによっ
て艇をより長く滑らせ、泡の開きをバロメーターとして最後までその艇速を維持して行こうとす
るローイングである。
この概念は、
前年度クルーがロング漕の合否の判定をペアが行うこととし、
艇速にクルーの意識を集中させて漕力の強化を図った方式を発展させたものである。
漕ぎ出す前にフルパワーでの短漕を数回行い、ピッチとリズム、泡の開きを確認する。そして
その感触との対比において、力むことなく 80％の感覚で漕ぎ出す。
ピッチと泡の開き具合を絶えずストロークペアがチェックし、泡の詰まりに対しては“脚蹴り”
を入れ空中と水中とのコントラストを強調して艇を滑らせ、フォワードの伸びの喚起などによっ
てクルーの意識を戻し、艇速の維持を図った。当初は 50 本程度から始めたが、この本数に慣れて
くると、100 本が短漕感覚で漕げるようになってきた。
3 月下旬には、300 本まで伸ばして泡開けメニューをこなしていったが、漕ぎ出して 100 本ま
では確実に泡が開き、以後約 50 本毎に“脚蹴り”などで調整する程度で、正に「鍋蓋回しのロー
イング」
を楽しむことが出来るようになった。
泡開け漕を引き終えて艇上でクルーの評価を行い、
必要に応じて部分漕や軽漕・短漕により修正練習を行った。
4 月初め戸田コースで測定した結果、
「ビッチ 38 で泡の開きが 1 つならば 18 秒/100m をクリア
ーできる」ことが確認された。これにより以降の練習では「最悪でもピッチ 38 で泡の開き 1 つを
死守する」ことが目標達成の最低条件として意識され、漕力強化を図る有効なバロメーターとし
て機能した。こうして「コンスタント漕」が強化され、ブレの少ない艇速が確保された。
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整調の役割
整調は７番手と共に、常にローイング状態を敏感に感じ取って適切にリズムを整え、クルーの
パワーを一杯に引き出す任務を負っている。クルーの動きをシートからの振動によって知り、ロ
ーイングリズムと泡の開き具合から艇速の維持向上に責任を持つ難しいが楽しいシートだ。
漕手に気負いが入ると、どうしてもピッチが上がる。泡の開きをチェックして、ピッチを下げる
か否かの判断は難しい。良いリズムを創り出し、鍋蓋を回すローイングで艇を滑らせていくとき
が、正に整調の役割の醍醐味である。

漕ぎ易いリズムを創り出す
漕ぎ易いリズムとは、フォワードで余裕を感じ、キャッチから一気に水を掴みに行けるような
ワンストロークのリズムではないだろうか。この様なリズムは、ワンストロークの中で、オール
が空中にある時間(フォワード)と水中に或る時間(ストローク)の比、即ち「オールの空中対水中
のコントラスト比」を出来る限り大きくすることから生み出される。漕ぎ易いリズムとはこのよ
うなリズムをいうのであろう。整調が最も心掛けなければならないことは、この様なリズムを創
り出すことである。
フォワードの柔らかな伸びと素早い水の掴み
キャッチで余裕を持って柔らかく水を掴むためには、フォワードで完全に上体の力を抜き、シ
ートを騙し騙しゆっくり転がすような気持ちで進める必要がある。気持ちとしては「フォワード
は誰よりもゆっくり、水中は誰にも負けず一気に」という感じである。これをマスターするには、
ともかくワンストローク、ワンストローク意識して繰り返し練習することによって、このような
感覚を体得する以外に方法はない。
水の重さを感じ取る
キャッチから一気に引き切ろうとした場合、水が重く感じられる時は、後７人の水の引っ掛か
り具合が遅いのであり、オールが流される様な感じの時は後７人のキャッチのタイミングが早い
のである。この感覚を後に伝え、キャッチのタイミングを調整する。艇速を上げるためには、整
調のオールが流される様な感じの時の方が良い。
水が重いと感じたときは、直ちに片舷漕ぎ、ペア漕ぎ、フォア漕ぎを挿入してクルー全員で互
いに水の掴みの早さ、艇の出の鋭さ等をチェックし合い、エイトのコンスタントピッチで艇速の
変化を確認して行った。
脚蹴りのタイミング合わせ
キャッチから一気に艇速を加速するためには、8 人の脚蹴りのタイミングがぴたりと一致しな
ければならない。各人の脚力を鍛えることも重要だが、蹴るタイミングが合ってこそその威力が
発揮される。脚蹴りのタイミングが合わないと感じた時は、クルーの全員にタイミングがずれた
時にシートから伝わる振動を敏感に感じ取ることを求めた。そのためパドル漕ぎでわざと一人に
早く蹴らせ、その時の感じを皆で確認する。そしてフォア漕ぎなどでシートの出だしからフォワ
ードエンドまでを合わせ、ポンと蹴る練習を行ってズレの修正を行った。
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艇速のチェック
ピッチと泡の開き具合との関係をいつも意識し、艇速をチェックした。4 月初旬戸田で主観的
な艇速の感じを客観的なタイムによって検証した。即ちピッチと泡の開き具合をタイムで裏付け
たので、以降川での練習における調子の把握に客観性が増し艇速の維持に役立った。
ピッチを上げる場合は後を切る
ピッチを上げる場合は、フォワードで前に伸びる方はそのまま変えずに、フィニッシュの方を
余り引かずに途中で切る様な感じで行った。
コンスタントピッチで相手と対等以上であること
川でスクラッチレースを行う場合は、同じピッチなら絶対に負けないという自信の下で、ピッ
チが相手と同じか相手より低くして並べた。
ペース配分
相手によって意識的にペースを変えるようなことはしなかった。国内では相手とは関係なく、
自分達のペースで漕ぐことに集中した。

辻斬り
堀内監督が本学の指導に当られて以来、
「辻斬り」と称して他校と積極的にスクラッチレースを
行なうことを指示された。他校と並べると、ピッチが思うように上がらないなど調子がイマイチ
の時でもタイミングが合い、艇速を取り戻すことをしばしば経験してきた。
並べると水通しが速くなるためか、練習時よりも 3～4 枚ピッチが上がっても、いいリズムで艇を
滑らせることが出来る。練習時にこの様な経験を十分に積み重ねておけば、レース時においても
平常心を保つことができ、舞い上がってペースを乱すことは無くなるだろう。
５月の代表決定戦までの間、荒川を中心に東大、一橋大、慶応大等有力校とも数度並べる機会
を持った。一度だけ一橋大に 30 本で 1 シート程やられたが、それ以外は全て相手を抑えた。
４月のある日慶応大と出会い、30 本並べることになった。その結果２度行って半艇身から逆カ
ンバスの差で勝った。慶応大のキャプテンでボスの整調から、
「自分の見えるサイドに艇を入れ替
えて並べて欲しい」と要請され、コースを入れ替えて２度行ったが艇差は変わらなかった。
最後に 100 本並べて水が開いた。
「もう一度やりますか？」と聞いたら「もう結構です」とのこと
で別れた。

新漕法の威力の検証
４月の１ヶ月間は、漕艇協会が主催する「診断会」や「観漕会」を中心に、これまでの練習の
成果を実証する期間となった。

６分への門 (4/1)
レースコースを引くために戸田に入った。しかし競艇開催中のため、やむなくゴール側からの
1500m とし、途中 1000m で３分を切れなければ引き直すことにした。
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タイムトライアルを行う前に数回、短漕で艇の滑りを確かめた。ピッチ 38.5～39 で泡 1.5、リ
ズムよく 100m を 16 秒台前半のタイムは悪くない。ピッチ 38 で泡一つは、18 秒の艇速であるこ
とも確認した。
スタ力付き 1500m のタイムトライアルは初めての試みである。力んで後半のスタミナ切れを起
こさないよう「気持ちの上で短漕の 80％程度の力で漕いで行こう」と皆に声を掛けた。
スタート。スタ力からコンスタントに落とした時点で、ピッチは 38.5 で泡 1.2 程。かなり余
裕のある飛び出しである。500m を 1 分 26 秒台で通過の模様、なかなか良い艇速だ。最近の練習
では泡開け漕本数も 250 本程度に伸びているので、この分なら後半のスタミナには心配がない。
1000m に到達、ピッチ 38 で泡一つ強、艇の滑りは良好。コックスから「行くぞーッ」の声、ク
ルーも「オーッ」と応える。計時では 2 分 55 秒台で関門を通過したようだ。しかしやがて泡が 1
つ程度に近づく。ここで“脚蹴り 10 本”を入れてストロークの伸びを確認し、
「ラスト 20！」で
ピッチを 39 に上げたものの泡は 0.8 に詰まってゴール。
「タイムは？」とコックスに尋ねると「4 分 25 秒！」の声。一瞬静寂の後、
「ラストクォータ
ーを 1 分 30 秒で漕いでも６分を切れるタイム」
であることを確認したクルーは、
大きく
「オーッ！」
と鬨を上げた。このリズムでこの艇速だ！
堀内監督が掲げた目標「６分を切ろう」が目の前に近づき、クルーの士気は一気に盛り上がっ
た。３月初旬から始まった東京合宿が３週間過ぎたこの日が、６分を切る目途のついた記念すべ
き日となった。

会心の 1000m (4/3：日漕診断会)
６分の壁を破る目処の立った二日後、日漕主催の診断会「1000m タイムトライアル」が行われ
た。この診断会は各クルーが単独でトライアルを行う方式で、有力校が全て参加している。
我がクルーは５本ダッシュ、力漕に続いてコンスタントピッチは 39.5、泡の開きは一つ強。フ
ォワードもゆったりと十分に伸びリズムも良い。500m を通過、ピッチは 39 と 0.5 落ちたものの
泡の開き、リズムの良さもそのまま保ち、ラスト 300m はピッチを 43 に上げてゴールする。
タイムは 2 分 52 秒 5。2 位の一橋大に 5.1 秒の差をつけ断トツの１位、東大は手の内を見せた
くない様で後半流したのか 3 分 01 秒、慶大に次いで４位であった。
この時の艇速カーブは、次ページのように非常に滑らかな走航状態を示している。
艇速に乗った 100m から 800m までのカーブは、100m を 16.9 秒とブレのない実に安定した等速
走航を示しており、ラストの 200m も 17.8 秒で非常に滑らかなローイングを見せている。ただラ
ストの 300m はピッチを 43 に上げた割には艇速が伸びておらず、もう少し丁寧にコンスタントピ
ッチを伸ばしていけば、さらにタイムを短縮できたかもしれない。
加速度曲線からも、コンスタントに入った 200m 付近では、水中一気のストロークが見事に艇
を加速しており、柔らかいフォワードによって良く艇を滑らせている。
ローイングとしても「ピッチはやや高めで推移したが、非常に柔らかくよく伸びて水をつかめ
ており、泡の開きは終始安定していた」 ― との漕手の感覚が、これらのグラフに良く現れてい
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る。このようなことから後半の 1000m を予測すると、
「多少艇速が鈍るにしても、艇速カーブは
緩やかに下降していくものと思われ、要所で“脚蹴り”を入れてストロークを調整していけば、
５分台の可なりの好タイムが期待できる」 ― との自信を得た。
この診断会の結果、我がクルーは他の有力校に対して優位なポジションにいることが明確とな
り、絶対的な自信を持つことが出来た。
記録会における艇速と加速度曲線

上段：スタート時
下段：200m 付近

ピッチ：50
ピッチ：39.5

失敗の 500m (4/23：日漕観漕会)
白波が立つほどの強い順風が吹き、また短距離であることから気負いも加わり、42 という力漕
まがいのピッチで漕ぎ通した。日頃の練習リズムとは全くかけ離れたものとなり、ピッチの割に
は艇速が出ず、1 分 22 秒 6 であった。
「日頃の短漕で、ピッチ 39～39.5 で 16”0～2 を確認している。あのリズムで漕げばさらに半艇身
は速かったものを」と残念がったが後の祭り。500m ダッシュをしたに過ぎず、レースを前提とし
た 500m ローイングではなく、実践練習としては得るものがなかった。とにかく出来の悪いトライ
アルで、１位になったものの、２位の東大とは 0.6 秒の微差であった。

目標達成！ ― ５分５５秒４ (4/30)
４月の末になると、東大が６分近いタイムを出したなど、有力各クルー好調の風評がどこから
ともなく流れてくる。我がクルーも６分を切る実績を示そうと、4 月 30 日に戸田に入った。当初
は２日間で、少なくとも４本のレースコースを引く予定であった。
レースコースを引くに当たっては、500m を 1 分 26 秒、1000m を 2 分 55 秒の関門を設け、この
目標タイムを切れなければ引き直すという条件で取り組むことにした。スタート前には、ピッチ
39～39.5 で数回、100m を 16.0～16.2 秒が出ていることを確認した。
これまでのトライアルで、６分を切ることは確実と思っていても未だ実現していない。無論引
き直しはしたくないし、緊張感は否めない。土手には他校のスパイが一団となっている。

〔第 1 回〕
力漕からコンスタントに落としてピッチ 38.5。泡も１つ以上開いて漕ぎに余裕がある。
500m を通過。コックスから「さァー、行こう」の声で第一関門を突破。500m を過ぎると泡の開き
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は変わらないが、ピッチは 38 に落ちる。1000m を通過した。またもやコックスの「さァー、行こ
う」の声に励まされ、意を強くして後半に臨んだ。しかし水が重く感じられ、泡も１つに縮まっ
た。これ以上艇速は落とせない。
1200m 付近で“脚蹴り 10 本”を入れコントラストを強調、最低ラインのピッチ 38 で泡 1 つは
維持されている。1500m を通過、残り 60 本。ここで再び“脚蹴り 10 本”を入れる。
“脚蹴り”を
入れるとリーチが伸びるせいか、泡の開きが幾分拡がり艇速が回復する。ラスト 20 本はピッチを
少し上げてゴール。タイムは５分５５秒４。遂に「６分を切る」目標を達成した！
緊張の上に安堵も重なったためか、整調はゴールして数分間脚に力が入らない状態で、クーリ
ングダウンを行う前にコックスに休憩を求めた記憶がある。
〔第２回〕
午後も同じ様な無風～やや順風の条件でレースコースを引いた。
午前とほとんど変わらない経緯を辿り、タイムも５分５５秒６。気分的にはかなり楽だった。ど
ちらもコンスタントピッチは 38～38.5。短漕時よりもピッチは一つ程落とし、気分的には出だし
を 80％程度の力で漕ぎ出したのである。
翌日もタイムトライアルを行う予定であったが、体調不良者が出たため、予定を変えてピッチ
33 で引き 6 分 04 秒を記録した。このローピッチでありながらこのタイムを出せたのは、正に有
効レンジをしっかりと確保して水を押し切り、常に「泡開け」を意識して艇を走らせた効果を如
実に物語っている。

仕上げの 1000m (5/6)
レースの前日、順風 4～5m の波立つコースで、長かった東京合宿の総仕上げとしてのタイムト
ライアルを行なった。結果は風に飛ばされる様な感じで、コンスタントピッチは 39.5～39 で推移
して 2 分 48 秒の好タイム。我がクルーの 1000m ベストタイムであり、明日からの代表選考会の景
気付けにはもってこいの材料となった。

代表選考会までの記録
01/10

:

4 艇スクラッチ

100
0m

04/01

：

トライアル

’01”6
150

0m
04/03

：

日漕診断会

：

100

日漕観漕会

：

トライアル (am)
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2
’52”5

50
0m

04/30

4
’25”0

0m
04/23

3

1
’22”6

200

5

0m
〃

：

〃

’55”4

(pm)

〃

5
’55”6

05/01

：

〃

(p33)

〃

6
’04”0

05/06

：

〃

100
0m

2
’48”0

準備は整った！
艇速をつかむ
12 月にメンバーが確定してから 4 ケ月余、
当初は意識も薄かったオリンピック代表への挑戦が、
もう一歩の努力によって完結するレベルに到達した。
正月合宿において前年の覇者・一橋大とスクラッチレースを行い、思いのほか僅差のレースが
出来たことで自分達の力量に気づいた。さらに正月合宿の最終日、東大・一橋大・北大の 4 艇に
よる 1000m レースにおいてトップになったことから精神的な支柱が確立し、しっかりとオリンピ
ック代表決定戦を見据えることとなった。
3 月に上京し、堀内監督から示された「超ロングレンジ漕法」の習得に専念した。水流の遅い
奥の水を掴むため、
「一杯にリーチを伸ばす」ことに意識を集中させての練習に励んだ。
「ロスを
見込んだストロークレンジ」の概念は、漕手にとってはキャッチ前の緊張感を和らげリラックス
できる要因となった。
「リーチを一杯に、奥の水を」の意識がクルーに深まるにつれ、次第に泡の開きが拡がるよう
になり安定してきた。7 番手が「3 月末になるとフォワードの半ばで次のストロークの準備をする
ことができて、鍋の蓋を回すイメージで、楽々とストロークを漕ぎ切る感覚を体得できた」と述
懐しているが、漕ぐたびに艇速は飛躍的に向上していった。
4 月 1 日、初めて行った 1500m トライアルにおいて、6 分を切る艇速を実感し興奮した。これは
東京で練習を再開してから、僅か 3 週間余の出来事であった。その後代表決定戦までに行われた
漕艇協会主催の記録会において、次々に最高タイムを計時するとともに、自校のタイムトライア
ルで遂に 6 分を切ってボート界の悲願を達成し、圧倒的な優位に立った。

理論の実証
振り返ってみると、今年のクルーは近来にない大型の選手で編制されたが、有力他校との比較
では平均身長で約 2cm 劣っており、しかも全くの新人を 3 名乗せて短期間での勝負を迫られてい
た。身長差の 2cm は、ストロークレンジ幅では大きな差が生ずるし、5 月決戦となると新人の戦
力化には時間が足りない状況にあった。このクルーが今頂点を極めようとしている。
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我々の持つこのハンディを克服し、僅か 3 週間という短時日で驚異的な艇速を身に付けえたの
は、
「超ロングレンジ漕法」の習得によって、有効レンジをしっかりと確保しえたことを措いて他
には考えられないだろう。
腹で膝を割ってのフルリーチに慣れてくると、難しいとされているキャッチは、漕歴の浅い選
手でも比較的容易に水を掴み効率の高いストロークを引ける漕法であることを実感した。１月に
堀内監督は、この漕法について「リーチを十分深く取り、オールを出来るだけ遠くに振り出して
やれば、それほど多くの経験や高度の技術を要せずとも、水をキャッチすることができる」と説
明されたが、正にこの理論が実証されたのである。
これまでのキャッチのように、水を掴むと同時に強烈な脚のドライブによってストロークする
のではなく、水を掴んでからストロークするため、心の余裕を持ってキャッチに取り組めるので
ある。この漕法の特性を活かし有効レンジをしっかりと確保し得たことが、平均身長差の不利を
克服し、新人の戦力化を速めた最大の要因であった。
準備は整った。明日からのレースにおいて、身につけた超ロングレンジ漕法で引き切って栄冠
を奪取し、ともに美酒を酌み交わそう！

栄光への力漕
記者による事前評価
４年前、メルボルン・オリンビック大会で慶大が敗れて以来、日本のボートは「６分の壁を破
れ」を合言葉に、各校は大型クルーを編制、科学的な指導とハードトレーニングの二本立てで精
進してきた。オリンピック代表決定戦に出漕する 15 校を展望すると、６分のラインを破る力をも
つのは、東北大、東大、一橋大、慶大の４つだけ。この４クルーは殆ど互角で、優勝もこの中か
らと見て間違いない。
東北大は練習で、5 分 55 秒 4 と 55 秒 6 の二度も６分を切るタイムを出したうえに、漕艇協会
の診断会で 500m に 1 分 22 秒 6、1000m に 2 分 52 秒 5 のいずれもベストタイムをマークして、一
躍優勝候補のトップに躍り出た。このクルーは荒削りの感じを受けるが、フォワードを十分に出
し、強いキャッチで一気に引き切るストロークは随一の力量感がある。他よりも速いピッチでガ
ンガン飛ばしながら、後半も大してスピードが落ちないあたり、スタミナも十分だ。ここ数年、
全日本でも優勝候補に数えられてはいたが、まだ一度も優勝の実績がないため、選手が固くなる
など精神的なハンディキャップを克服できれば、中央勢をなぎ倒して代表権を獲得することも可
能である。
東大は体格に恵まれ、脚・腕・ボディスイングを見事に調和させた強い引きは東北大に劣らな
い。一橋大は昨年の優勝で自信をつけ、うまみに加えて力強いオールを引く。スタートからの軽
快な飛び出しはお家芸だが、
問題は後半の粘り。
慶大はメルボルン大会代表以上の大型クルーで、
無理のない漕ぎ方、しなうような柔らかい動作で、素早いキャッチから切れ味よく漕いでいる。

第一次予選
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東北大は慶大と競り合い、6 分 28 秒 1 の最高タイムで第二予選に進んだ。
レースは 49 でダッシュ、スタートのうまい慶大とピッタリ並んでスタートした。しかし、一本一
本噛みしめるように強く引く東北大のストロークは、400m で半艇身、700m で 1 艇身と差を拡げ、
慶大の追撃を阻んで 2/3 艇身差で勝ち抜いた。のびのびと力量感たっぷりに漕ぎ切る東北大は、
この日の最良クルーであった。1100m 地点で 1 艇身のリードを 2/3 艇身に詰め寄られた時も、ピ
ッチを 35 から 37 に上げただけでそれ以上の接近を許さず、まさに“思いのまま”のローイング
であった。
（新聞）
① 東北大

6’28”1

② 慶応大

6’31”4

③ 北海道大

6’39”1

第二次予選
立教大との２艇レースである。一本一本のローイングごとに差が開いていく感じで、24 秒ほど
の差をつけて勝ち進んだ。
① 東北大

6’34”6

② 立教大

6’58”9

準決勝戦 ― ５分５９秒６
明治大、早稲田大との３艇レースである。
日漕は、順風下の好条件で６分を切らせようとの意図からか、今大会で初めてのゴール地点から
のスタートとなった。堀内監督からも、
「トライアルでは６分を切っているのだから、公式レース
でも６分を切っておこう。また途中でスパートを入れ、その切れ味を試してみよう」との指示が
為された。
スタート ― クルーも
「６分を切る」
ためには最初から飛ばしていこうと張り切りすぎたのか、
コンスタントに落した時のピッチは 39.5 でやや高い。このまま 500m を通過、明大を１艇身リー
ドする。艇速は出ているが、オーバーペース気味である。しかし最近は「６分を切るのは当たり
前」との気持ちがあり、リズムも悪くないので無理に艇速を落す必要もあるまいと同じリズムを
継続した。
1000m を通過。２位の明治大は遥か後方に去ったが、この艇速は後半も維持できるだろうか。
ここでコックスが予定通り「スパート！」を発令。心の中では「相手もいないのに何のためのス
パートか」と思いながらピッチを３枚ほど上げて 42 で 10 本。ここでとうとう前半のオーバーペ
ースのツケが回ってきた。コンスタントに落とした途端にピッチは 38 に急落。水が重く泡もこれ
までお目にかかったことのない半分にまで詰まった。
1500m を通過。非常に重く艇は滑らない。６分を切れるか？ラスト 300、脚蹴りに続いてラスト
スパートに入ったが、艇速は回復しないままにゴールした。
暫くして「5 分 59 秒 6」のアナウンスを聞き、出来の悪いレースを腹立たしく感ずる反面、６
分を切れたことに安堵した。牛尼マネージャーが駆け寄って、
「ラスト 500m の競艇場内は風が回
っていたようだ」と慰められるような言葉をかけてもらい、幾分救われた気持ちだった。
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何と出来の悪いレースであったことか！
気負いによるためか、セトルダウン後のコンスタントが最強のピッチ 38 に落ち着かず、39.5 の
まま 500m を 1 分 22 秒 5 で通過、日漕観漕会(4/23)の 500m ダッシュのタイムよりも速い。さらに
このペースを継続し 1000m は 2 分 51 秒 8、
これは日漕診断会(4/3)の 1000m 計時を上回っている。
やはり漕ぎ出しから自分達のローイングを飛び越えて、
記録意識に支配されたオーバーペースが、
前半の平均 17.2 秒(100m)から後半の 18.8 秒という屈辱的な艇速を示した原因であった。
如何なる環境下に置かれても、練習で身につけた最も強力なストロークを維持できる 38 のコ
ンスタントビッチを厳守する必要性を痛感した。
しかし、これでもこの時のタイムは戸田のコースレコードとなり、その後 22 年間国内クルーに
破られることがなかった。
① 東北大

5’59”6

② 明治大

6’15”6

③ 早稲田大

6’25”9

決勝戦 ― ローマへ！
準決勝戦はタイムへの挑戦であったが、今度のレースは勝たなければならない。しかしこれま
での実績から、100%負けることはないと確信していた。相手は東大と慶大。慶大は第１次予選で
対戦しており、準決勝戦で一橋大を 30cm の差で逆転し勝ち上ってきた。両クルーの艇速や特徴な
ど十分に頭に入っているので特段の緊張もない。最初の 500m で頭を抑え、自分達のペースを守っ
て漕ぎ抜くだけだ。
午後５時、真ん中のコースの東北大がうまく飛び出し、100m を過ぎてコンスタントピッチに落
してからは得意の力強いストロークにものをいわせてグイグイと艇速を伸ばし、400m では東大、
慶大を半艇身引き離して先行した。これを追う東大は、40 のスパートを交えた 38 の高いビッチ
で必死に迫ったが、東北大のコンスタントは強く、800m ではさらに 1 艇身強に差を拡げた。東北
大のストロークは素晴らしく、深い前傾姿勢で掴んだ水を脚力を活かして一気に引き切る凄みの
ある漕法には些かの狂いもなく、豊富な練習量を裏書して他を寄せつけなかった。
東大は、1300m で 40 のスパートを浴びせて一時は逆カンバス差まで詰めたがこれが精一杯、波
一つない鏡のような水面を切って進む東北大は、まさに悠々と『ローマへの道』を突っ走り、危
みちのく

なげなく陸奥へ栄冠を持ち帰った。
（新聞）
① 東北大

6’13”6

② 東京大

6’18”0

③ 慶応大

6’19”9

記者の評価
東北大はキャッチのよく効いた力強い引きと、全コースにわたって淀みのない艇速を実現させ
たのが勝因で、自信たっぷりに 37 のコンスタントピッチを引き通していた。この自信は、レース
前の診断会などで出したベストタイムと、その時集めたデータにより相手の弱点を知っていたと
ころから生まれたものだ。
堀内監督は、
徹底的に科学的に指導した。
クルーの漕ぎぶりを映像に収めて解説するのは勿論、
艇速の変化をグラフに表してクルーの強みと弱みを教え、スパートの利き方や頑張りどころを選
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手に理解させていた。また８人のオールに掛かる負荷を均等にするため、選手の体力や特性に応
じてオールの支点を変えるとともに、オールのしなりが選手にも分かるように、負荷が掛かると
豆電球が点灯する装置を開発して、自分たちで艇速を伸ばす漕法を探れるような工夫を行ってい
た。そしてレース中は、漕ぎ入れた瞬間コックスに前方(進行方向)へ上体をかがませてスピード
の減殺を防いだ。
こうした研究努力が、地理的に不利な条件をも克服し、理想とする「不変の艇速」を生み出し
た要因であった。準決勝、決勝のタイムからも、オリンピックでは相当やれると期待できる。

決勝戦の戦い

ラップタイム

区間タイム

【対校クルーの陣容】
監督 ：堀内 浩太郎
Ｃ
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三澤 博之 (経４）

コーチ：富永 忠弘

Ｓ

佐藤 哲夫 (工３)

香川 謙

７

斉藤 宏 (工３)

選監 ：牛尼 富泰 (理４)

６

田崎 洋佑 (農３)

佐藤 譲二 (文３)

５

斎

主将 ：千葉 建郎 (経４)

４

斎藤 直 (文２)

３

広瀬 鉄蔵 (工２)

２

千葉 建郎 (経４)

Ｂ

田村 滋美 (工４)

祐教 (農２)

五輪に臨む監督の意気
さらなるレベルアップを目指して
代表決定戦後 7 日間のフライをとり、
5 月 17 日からオリンピック大会に向けての合宿に入った。
代表決定戦前に収めた成果を解析し、個人漕力のレベルアップを図ることを目的とした。
3 週間の塩釜合宿を経て東京に拠点を移し、練習量は 4 月頃に近い状態に戻った。
この合宿からサイド負けを修正しタイムアップを図るため、バウサイドストロークに変更した。
サイドチェンジは、これまでの整調を含む前 3 人の役割に変化を生じ、ストロークのリズムも微
妙に変化していた。このため十分に漕ぎ込んで新しいシートに慣れ、その効果を艇速の計時によ
って確認すべきであったが、もう一段上のレベルの艇速を掴み切れなかった憾みが残った。
6 月下旬から 2 週間、浜松市郊外の佐鳴湖で合宿を行い、個人フォームの見直しやクセの修正
等、基本に返った練習を行った。各漕手の漕力の向上を図るため、オールの強さの測定を行った。
ストレンゲージをローロックに取り付け、オールの撓りを無線で送信して自記させるもので、各
人の漕力が一目で分かる脅威の測定である。しかし時間的な制約もあり、測定結果を活用しての
漕力改善までには至らなかった。湖が狭くロングが取れないので、インターバルや 150 本程度の
泡開け漕を主体に艇速の向上に努めた。
このように塩釜、東京、佐鳴湖と環境を変えてテーマを追求した後、東京に戻って仕上げのレ
ース・朝日招待レガッタを戦って、8 月 8 日に羽田空港からローマへと旅立った。

以下は、堀内監督がマスコミの求めに応じて明らかにされた頂点への道と、世界の舞台に臨む
戦略と意気を表明したものである。

漕法について
今年は漕ぎ方に対して一つの確信を持ったような気がする。従来日本人の体力ではオリンピッ
クで相当のハンデキャップを受けると思っていたのだが、
今年になって好タイムを出して見ると、
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そんな宿命は別に負わされていないと考えるようになった。
十年間、6 分を切ることに随分骨身を削ってきたのだが、今なら風さえ良ければ 5 分 50 秒を切
ることも出来ると思う。1000m で 2 分 48 秒を出しているから、これから推算すると 2000m では 5
分 46 秒となる。オリンピックでも 6 分を切ることはあまりないから、日本のボートもまさに一流
に達したわけである。
はじめに漕ぎ方に対する確信が出来たと言ったが、もちろんそれは基礎体力、体位、気迫に十
分に裏付けられてのことである。東北大の場合、漕ぎ方以前の諸問題についてはまず申し分なか
ったと思う。

そこで漕ぎ方に関して、いま私の考えているポイントについて述べて見よう。力学的に見て、
また筋肉の性質から見て、ボートのストロークの三要素、脚・ボディー・腕は、脚を先にボディ
ーは一様にやや早めに、腕は最後に使うことがほぼ常識である。
この順序を前提として脚が伸び切りボディーが半ば使われ、まさに腕が曲がり始めようとした
瞬間に着目する。この時のオールの撓みが、衝撃的でなく最高の強さを持つことが、ワンストロ
ークが完全であるか否かを判断する基準になると思う。この時オールが緩んでいれば、その後の
腕を有効に引き切ることは出来ない。同時にそれは、余りに衝撃的で次の瞬間に弛んでしまうよ
うなキャッチや、漕ぎ込み速度が不足で初めから水に流されるキャッチを意味するのである。要
するにこのポイントが、フルレンジの天王山と言えるものであろう。
このポイントを指標として、我々はキャッチを工夫することから始めた。キャッチが良くなけ
れば前記ポイントは弛んだものになる。従ってフィニッシュは巧く出来ないわけである。
キャッチは出来るだけ伸ばすことにした。伸ばす方法としては、まず脚・ボディー・腕のフォ
ワードエンドを合成させ、さらにそこへ漕ぎ入れの瞬間を合わせる。この四点合致の難問を解決
するのは、オールの振り出しの運動量を利用した。
フォワードモーション中のオールは滑らかに加速し、キャッチ前に相当の速度を持つようにす
ると、振り戻しでは十分柔らかく保っておいた体を前へ引っ張ってくれるから、フォワードエン
ドですでにストローク中の姿勢と同様弛み（われわれはガタと称した）のない姿勢を取ることが
でき、四点合致の問題は比較的容易に達成されると考えたのである。フォワードを大きく出すこ
とは、ブレードと艇のなす角度の小さい、効率の悪いところでキャッチすることを意味する。

しかしこの位置でのキャッチは水の速度が遅く、どんな順風でも水を掴むことが可能である。
そして効率の悪いところは気張って引っ張る必要はない。それはまた体の動きに関するわれわれ
の理想と合理的に組み合わされる。体の動きは往復運動であるから、真ん中の主要な動きの端に
ゆったりした切り返しの区間を設けてやらなければ、体の動きを柔らかくすることが出来ない。
その区間を、ストロークの中の効率の悪い部分に引き当てることが出来るのである。
このような考えを実行して見て、ほぼその目標は達成されたかに見える。このキャッチが乱れ
ると、確実にタイムが落ちるのも判然とした。この漕ぎ方をやってみて驚いたことは、順風にい
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くらでも乗れることである。
水がいくら速くてもこのキャッチなら掴まえることが出来るだろう。
ローマのコースはたいてい順風と聞く。なんとか優勝したいものだ。
（5/12：デイリースポーツ＆
サンケイスポーツ）

密着指導と家族の協力
昔のコーチは漕法、フォームに完全なイメージを持っていた。そのイメージをクルーに植え付
け、理解させることがコーチの役目だった。所が今は違う。よくクルーが変な漕ぎ方をしてかえ
ってスピードが上がる場合があるが、その場合にどうしてそうなったかを力学的に説明すること
がコーチの役目になった。昔の本を読むと「コーチは週に一、二度だけクルーに会った方がいい」
と書いてあるが、僕は毎日でも一緒にいたい。
強くなったのは二高時代からのガムシャラな根性と科学的な研究だ。
（5/19：報知新聞）

谷古：東北大は去年辺りからもりもり強くなったね。
杉田：僕が現役の 32 年頃の東北大は、ガムシャラに漕いでいるだけという感じだった。
堀内：一貫してファイトはありますよ。
谷古：しかしボートはファイトだけでは漕げないんで、矢張りよき指導者がいて、ムダのないよ
うに、しかもプラスになるようなことばかりやらないと、なかなか優勝は出来ない。その
点二人とも、ムダのないようなコーチをしたと思う。
堀内：要するに東北大の場合は、積み重ねですね。一年目は他のクルーの良いところを吸収し二
年目から我々の考えるボートというものを選手が一つずつマスターして、だんだんオリジ
ナリティが出てきた。キャッチが相当うまくなった。三年目は、前半の強みはどこにも負
けなかった。去年になって、もう少し特定のストロークのポイントだけを発達させなけれ
ば、伸びる限界があるということで、去年は引きに重点を置いたわけです。
谷古：2000m を 6 分で漕ぐには、どうしなければならないかと言うことで、去年あたりから電気
をつけてやっていたね。あれは？どうしてもっと早くやらなかった？
堀内：あれは思いつきなんですよ。練習が進んでくると、人間の感じでは判断がつけにくいです
からね。とにかく練習に次ぐ練習で、殆ど休めなかった。日曜日が 14 回ダメになったとこ
ろで、女房は文句を言わなくなった。
（笑）
杉田：気違いと言われても、ボートはやめられませんね。
谷古：ローマへ出発までは････。
（5/19：報知新聞）

タイムを短縮できる限界
代表決定戦で、初めて 6 分を突破。5 分 59 秒 6 の最高タイムをマークして全員が大いに自信を
つけた。ボートの場合、風、流れなどによって必ずしもタイムが全てではないが、艇、人、ワザ
の三位一体で今よりも 2～3 艇身は強くなるだろう。艇にしても新艇は古いのよりは約 20kg 以上
も軽いのでこの点もプラスで、あとは一本一本のオールを強くすることだ。
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今までは個人の漕ぎ方をそれ程問題にしなかったが、今度は 8 ミリに撮って見てムダなところ
を無くしたい。オリンピックともなれば戸田コースでのレースのようにスパートなどを考えても
全く意味がない。5～6 艘のレースに勝つにも何よりコンスタントを強くしなければ問題にならな
い。その点、今度の東北大クルーは前後半のラップもほとんど差がないから、今まで前半のリー
ドを焦り過ぎて自滅した日本のクルーの二の舞をすることはないと思う。ムダのない漕ぎ方、新
艇その他を考え合わせて 5～10 秒位短縮できれば上出来であろう。
（6/25：東京新聞）

逆風対策
軽量クルーは、どうしても逆風になると不利である。しかしオリンピックに出場して、順風な
らいいが逆風に弱いというクルーでは仕様がない。
そこでオールの操作を順風にはノーフェザー、
逆風にはクイック・ターンと使い分ける。風の抵抗を最小限に抑えるために、順風用の長いオー
ルに対して、
逆風の時は短いのを使わせる積りである。
そのためにピボットを移動自在にさせる。
まだ短いオールによってどの位利益があるか、詳しいデータは集めていないが、少なくとも 5 秒
以上は短縮できるのではないか。
（6/25：東京新聞）

上位に迫る日本
タイムが全てではないから、
実際にレースをやってみなければ本当のところは何とも言えない。
しかし戦後ケンブリッジ大学やオックスフォード大学を迎えて日本クルーが勝っていることから
見て、全体の水準が上がっていることだけは確かであろう。ローマ大会のコースとなるアルバノ
湖の様子もいろいろ集めているが、荒れるということはないようだ。
それだけに十分に力を出し切れば、世界の一流クルー、アメリカ･オーストラリア･ソ連には及
ばなくとも、これに次ぐだけの活躍をしたい。オリンピックのエイトで 6 分を切ったのは 1948
年のロンドン大会優勝のアメリカ位なもの。メルボルンではそのアメリカが 10m 近い逆風で 6 分
35 秒 2。東北大は代表決定二次予選では小雨 7m 逆風で 6 分 34 秒 6。まだまだ実力の上では開き
はあるが、優秀な艇、逆風用のオールでこのハンディをどこまで取り戻せるか。
戸田コースでも大いに話題になったが、コックスが一漕ぎする度に艇の進む力に逆らわないよ
うにする体の前後への屈伸もこのままやらせる。
こうして科学的な漕ぎ方によって「上背のない日本クルーは、オリンピックでは勝てない」と
いうジンクスを破ってみたいと思っている。
（6/25：東京新聞）

5 分 50 秒の戦い
メルボルン大会の時は 10 クルーだったが、今度は 17 クルーが参加、過去 8 連勝しているアメ
リカは海軍大、いつも好成績を挙げているイギリスはオックスフォード大に決定した。アメリカ
海軍大の決勝タイムは 6 分 46 秒だが、
そのほかオーストラリア･ドイツ･イタリアなど強国の情勢
が分からないので具体的には言えないが････。わがクルーの目標を 5 分 50 秒においている。
過去のオリンピックのベストタイムは、アメリカが 1948 年ロンドン大会で出した 5 分 56 秒 7
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であり、ここ数年、欧米の静水コースにおける優れたタイムを見ると、5 分 55 秒前後がピークと
考えられるからだ。無風、あるいは追い風 1～2m の条件で、5 分 50 秒をコンスタントに出せるよ
うになれば、相当のところへいけると考える。
出発までの仕上げとしては、艇速を伸ばすための基本―ストロークポイントを合わせることに
専念したい。東北大電気通信研究所の協力でオール荷重計をつくり、8 人の漕手の一本一本のス
トロークを分析する。キャッチ･ミドル･フィニッシュのどの点に最も力が入っているか。ストロ
ークポイントを合わせることによって、さらに何艇身かは強くなるはずだ。
（7/20：産経新聞）

オリンピック･レースに臨んで
河野：出発前日まで練習をやるそうだが、合宿の成果は？
堀内：一応達成されたと見ていますが、まだ 2000m はトライアルしていない。ハーフは 2 分 52
秒をマークしてはいますが…。
河野：クルーの調子としては 5 月のオリンピック代表決定レースの時に比べてどうなの。
堀内：絶対値は分かりませんが、かなり良くなっているようです。食事も米を食わなくてもレー
スに差支えないまでに慣れました。
精神的にも外国クルーに負けないものを持っています。
河野：レースに臨む作戦としては現在どんな方法を立てている？
堀内：どうもスタートから前半がまずい。先日の朝日レガッタでも 500m までは弱かった。ピッチ
としては 40 程度を考えているんですが、リズムが良い時にはタイムが悪いようなので、あ
くまでもタイムを計りながらピッチを上げて行く積りです。
後半が落ちないのが強みです。
出来れば 5 分 50 秒を切って行きたいと思っています。
河野：現在故障者はいる？
堀内：6 番が手首を痛めていたのですが、もうすっかり良いようです。暑さもこちらより涼しい
そうですから、暑さ負けすることはないでしょう。
河野：向こうの話が出たところでアルバノ湖のコースについての知識はあるの？
堀内：向こうの新聞を送ってもらって見たところではかなり静かのようです。ただ、波がおだや
かな時には逆風が吹き、順風の時は荒れているようです。
河野：アメリカあたりは順風よりも逆風の時の方が強いそうだ。日本のクルーとしては順風の方
が良いわけだが、波が荒いとなるとこれは艇の問題となるのだが……。
堀内：最初は「葉月」を持って行く積りだったのですが、実際に乗ってみた結果「新図南」にし
ました。こちらは艇の深さもあり、リガーを約 1cm 上げたので少々の波には心配ないと思
います。それとオールも短くしました。
河野：ところで 5 月にマークした 5 分 59 秒 6 というタイムは本年度世界最高だった。
ボート史上 5 位のタイムだった。こうみると入賞は可能といえるんじゃないか。
堀内：タイムだけでは危険だと思います。その時のコース・コンディションが全く分からないの
で…。近況によるとドイツが 5 分 47 秒 5 を記録したそうです。それもピッチ 41 で漕ぎ通
したということです。ドイツは昨年のヨーロッパ選手権でも 51 秒台を記録している。ま
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た、アメリカも“史上最強”といっているが、タイムはあまり良くない。ソ連もたいした
ことがないという。向こうに行ったらなるべく早くドイツと並べて漕いでみたいと思って
ます。タイムではドイツに引けを取ることはない。先日ハーフで良いタイムが出たのでこ
の時飛ばしていたらおそらく 46 秒台は出ていたでしょう。まあ、レースでは相手を構わ
ず自己のペースを崩さずベストタイムを出したい。
河野：コース・コンディション如何では 3 位入賞も夢ではない。まあ、今までのクルーにない期
待が持たれている。大いに頑張ってもらいたい。
（8/7：スポーツニッポン）

朝日招待レガッタ観漕会 (7/20)
朝日招待レガッタを前にして観漕会が行われた。このトライアルは、前半の 500m は一橋大が並
漕し、後半は東大が並漕するというハンディキャップレースの形で行われた。
スタートから我がクルーの艇速は重く、前半は一橋大に食われそうになり、後半は東大に半艇
身ほどやられ、タイムは 2 分 57 秒 4 という極めて平凡なものに終わった。代表決定戦以降大分調
子が落ちていることは感じていたが、このタイムには大きなショックを感じざるを得なかった。

朝日招待レガッタ (7/24)
この年の朝日招待レガッタは、ローマ･オリンピック代表クルーの壮行会を兼ねて行われた。
予選は明治大を大差で下し決勝に進んだ。決勝戦は慶応大と一橋大との戦いとなったが、我々
は初めて慶応大にスタートで先行を許す状況であった。それでも何とか追いついて優勝すること
は出来たが、タイムは 4 分 49 秒 1。2000m に換算すると何と 6 分 05 秒であり、代表決定戦から今
日までに約 10 秒も後退してしまった。堀内監督が目指した「1 秒でも速く」とは逆の結果になっ
てしまった。新聞では好評を受けたものの、クルーの気持ちはとても喜べるものではなかった。4
日前のタイムと合わせ考える時、きわめて厳しい現実のレベルに直面していたのであった。
予選

① 東北大

4’51”4

② 明治大

5’03”2

決勝

① 東北大

4’49”1

② 慶応大

4’53”9

③ 一橋大

4’56”3

〔新聞評〕
東北大は慶大がスタートダッシュで素早くリードしたのに対し、直ぐピッチを落として自信た
っぷりに 2～3m の差で続いた。400m 辺りからじりじりと差を詰めたちまち慶大と並び 800m まで
は両艇並行、一漕ぎ一漕ぎの争いとなった。後半に入ると東北大の巧妙なキャッチと大きなボデ
ィ・スイングと脚蹴りを効かせた強いブレードワークがモノを言い始め、一本ごとに見る見る慶
大を抜き去り 1100～1200m ではついに水を開け、そのままノー・スパートで楽勝した。
東北大は、代表が決まってからの鍛錬の程が良く表れ、漕ぎ終わりのフォロー・スルーも、漕
ぎ入れ直前のゆとりも、艇の進行にマイナスを与えぬ水の掴み方も、全ての点で慶大以下のクル
ーより優れていた。決勝でかなりの横風を受けながらのこのタイムは一応オリンピックでの決勝
進出の希望を持たせたといえる。(朝日新聞)
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伸び伸びと東北大は漕ぎ切った。豊富な練習で裏付けされた自信がクルー全体に溢れているよ
うだった。スタートは慶大が東北大、一橋大を押えた。セトルダウンした時にはカンバスの差が
出来ていた程素早い飛び出しだった。軽快なリズムが売り物だった慶大は、キャッチが深くフォ
ワードが良く伸びて逞しい。500m では半艇身と差を開いた。
だが東北大は悠々と漕ぎ続ける。500m からは 40 のピッチを 42 に上げてぐんぐん慶大に迫って
行った。
「全コースを 40 以上のピッチで漕ぎ通す」ことが堀内監督から東北大クルーに与えられ
た指示だった。その指示通り、以後ゴールまで 42 のピッチは変わらなかった。慶大のペースが落
ち始めた 900m で東北大はぴったり並行、1000m では 3 シート逆転していた。
スパートを掛けて勝負する従来のボート界の常識を無視して、同じピッチで漕ぎ通した東北大
のレース展開は特筆もの。
「これで 5 分 50 秒の目安がついた。選手も自信を持った」という堀内
監督の言葉には、ローマ五輪に対する強気な意欲が窺われた。(報知新聞）

ローマ合宿 (23 日)
アルバノ湖
ボート競技の会場は、ローマの南東約 40km
にあるアルバノ湖である。湖畔の町はカステ
ル・ガンドルフォ、古来より歴代ローマ法王の
避暑地として開けてきた。
アルバノ湖は、
海抜 426m にある風光明媚なカ
ルデラ湖で、長さ 3.5km、幅 2.3km の丸い形を
しており､周囲は 500m ほどの外輪山で囲まれて
いる。風が吹くと白波の立つ厳しいコースとな
り、練習中オールをとられて腹を切り、水中に
吹っ飛ばされるというハプニングが生じたほど



である。
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アルバノ湖



オリンピック村
村では 2 人ずつの個室が割り当てられ、バス･トイレ付きでビジネスホテルのようだった。
個人主義のヨーロッパ文化ではごく普通の住空間なのだろうが、これまで慣れ親しんだ合宿生活
の賑やかさはなく、練習後はむしろ孤独感が全身を包む。クルー仲間とのコミュニケーション機
会が極端に減少し気分的に落ち着かず、和の文化に育った我々には、適切な生活環境とはいえな
かった。
このような住空間のため、監督を含めクルー全員が集まっての夜の漕研を行う場所がなく、そ
の日の練習結果の反省や翌日の計画を十分検討する時間が取れなかったことが痛かった。
バスケットボールの会場が選手村の中にあり、
またダンスホールも近くにあって外は 12 時を過
ぎても騒がしく就寝の妨げになるなど、環境変化の大きい外国遠征の厳しさを痛感した。
レストランは、西洋系と東洋系とに別れていた。東洋系のレストランではインドカレーやチャ
ーハン等はあったが、米は全て長い粒子のイタリア米で、おいしい日本米の食事はなかった。
総じて肉料理が多く、これまで胃が慣れていないためか、消化不良を起こしがちだった。
当時の日本は、漸く「戦後は終わった」といわれ高度経済成長に向かおうとしていた時代で、
観光には全く目が向けられていなかったことから、西洋諸国に日本食は知られておらず、我々の
口に合う食事がなかったのも無理からぬことだった。
余談―夕食を済ませレストランを出るとき、当時の日本では珍しかったバナナを 4～5 本とコ
カコーラを部屋に持ち帰るのが日課になっていた。

練習環境
オリンピック村はローマ市街の北外れにあり、アルバノ湖まではバスで 1 時間ほどかかる。ロ
ーマの街中を通っていくので、古代の遺跡や美しい景色などに見とれてしまい、練習場に着いた
ときには何かぐったりしてしまう感じであった。
このように、アルバノ湖への往復に約 2 時間を要し、現地での昼食は山の中腹に立つ修道院で
とるので往復に 30 分かかる。
そしてオリンピック村とのシャトルバスの時間に間に合わせなけれ
ばならないので、練習時間は 3～4 時間/日しか取れない。これは国内での代表決定戦に向けて艇
速を伸ばしていた頃の半分程度で、我々にとっては練習不足の感を免れない。加えて戸田コース
のように距離の目安になるものがないため、これまでのようなタイムチェックによる艇速の実証
的な確認が出来ない。日本では十分に漕ぎ込み、ストロークのフィーリングをタイムチェックに
よって確かめ艇速を伸ばしてきただけに、
このようなコースでの練習には戸惑いを隠せなかった。
条件はどこのクルーにも同じである。我々は戸田コースという極めて恵まれた練習環境の下に
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育ってきただけに、他クルーに比べて「逞しさ」に欠けていたと言わざるを得ない。
以上のように、幾つかの問題が調子を取り戻すのを妨げる要因となって、ローマに入ってから
日を重ねるにつれて調子が下がって行った様な気がした。

オリンピック・レース
レースの予想
日本のボートがオリンピック大会に出場するのは今度が 6 回目。初参加のアムステルダム大会
からヘルシンキ大会までは、予選で負け、敗復でも負けの“出ると負け”だった。前回のメルボ
ルン大会で慶応が初めて準決勝に進出した。画期的なことだった。
アメリカは海軍大学でオリンピック 9 連勝を果たし、同国の漕艇協会長は「今までで一番強い
クルーだ」と言っている。オーストラリアの代表は「国内予選で 5 分 54 秒を出した」と言ってい
るし、
「打倒アメリカ」を目指すソ連やカナダも強い。さらに昨年の欧州選手権大会で、5 分 58
秒 6 を出して優勝した西ドイツが話題に上がっている。前回不参加だった西ドイツの存在は脅威
となろう。それに名門スイスや地元のイタリアなど。以上の諸国には日本も一寸かなうまい。
ここ 10 年来の不振を盛り返そうとするイギリスやフランス、チェコ、スウェーデンなどがＢク
ラスと見られるが、日本もこのクラスと見なければならない。東北大が、艇、人、技の一体化に
成功し、さらに順風に恵まれて 5 分 55 秒台で漕げたならば、Ａクラスの一角を食って決勝進出、
つまり６位入賞できるかもしれない。従って日本ボート界の夢は、多分に「風と波」次第という
ことだ。
（1960.7.21 朝日新聞「ローマ五輪：日本はどこまでやれるか」より抜粋）

予選（8/31）
エイトは 14 カ国が参加。予選は３組に分けて行い１位のみ決勝進出、２位以下は敗復に廻り、
３組の各１位のみ決勝へ進出というレース方式である。
スタート ― フランス語の発艇合図が全く理解できないうちに旗が降り、スタートを失敗して
出遅れた我がクルーが、コンスタントピッチに落とした時には他の４クルーは全て視界から消え
ていた。それでも 500m 通過時にはスイスを抜いて４位に上がった。
この時点でトップ通過のイギリスとは一艇身程度の差であり、ストロークサイドから西ドイツ
およびフランスのラダーが斜め後方に見える。
想定外の出だしに自分達のペースどころではなく、
先行するクルーに早く追いつきたいとの気持ちの焦りを感じながらの漕ぎとなった。
1000m では西ドイツがイギリスを抜きトップに立った他は順位の変動は無く、我がクルーと西
ドイツとの差は約１艇身、イギリス、フランスとの差は約半艇身であった。しかしこれ以降、ス
タートの失敗による気持ちの焦りと、追い上げに必死で我々のリズムで漕げていない乱れが増幅
してさらに艇速が落ち、
「勝負あった」の状態となった。
結果は１位西ドイツからは 8 秒 52、２位フランス、３位イギリスからはそれぞれ 4 秒 55、1 秒
53 遅れの５クルー中４位に終わった。何とも情け無いレースであった。
① GER 6’03”34

② FRA 6’07”31

③ GBR 6’10”33
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④ JPN 6’11”86

⑤ SUI 6’17”00

イタリアとの戦い
対戦相手はイタリア、オーストラリアおよび予選で当たったスイスである。
予選でのスタートの失敗から、スタートの号令を覚えようと練習を重ねてきたが、またもや同じ
失敗を犯し、先行する 3 艇を追いかける展開となった。500m 通過の時点では１位のイタリアとは
1 艇身弱、2 位スイス、3 位オーストラリアと 2/3 艇身ほどの差であった。予選時には 500m でス
イスを抜いていたが、今回はまだ追い付いていない。しかし今回は失敗慣れしたせいか、予選の
時ほど調子を取り乱してはいない。ここから追い上げが始まった。
1000m までの力漕によってオーストラリアおよびスイスを抜いて 2 位に上がり、さらにイタリ
アに並んで大接戦となった。追い上げはさらに続く。
1500m までの第 3 クォーターでの頑張りにより、イタリアを抜いてトップに躍り出た。
しかし地元イタリアの大観衆は、ゴールに至るまで「イッタリア！イッタリア！」の大声援を送
り続け、それが大音響となって響きわたり、バウフォアではコックスの声がよく聞こえない程で
あった。我も負けじと夢中になって漕ぐ。一本、一本フィニッシュし終わった方が僅かに出ると
いう感じのデッドヒート。ゴールした時点ではコックスの位置が並んでいるようだった。
しかし実際は、艇の長さが欧米の方が３m ほど長いので、その分負けていたのだ。
タイム差 0 秒 58 の大接戦もここに終了し、決勝進出を逃した。
観覧席の大声援に励まされた面もあるが、
イタリアクルーのラスト 500m の粘りは驚異的だった。
イタリアのラスト 500m のラップは、我がクルーを 1.26 秒上回っていた。我がクルーも第 4 クォ
ーターでは前区間より 2.31 秒速めていたが、イタリアクルーは 5.38 秒も速めていた。これはこ
れまでの常識では考えられないタイムアップである。このクルーは予選でも第 4 クォーターを
4.47 秒速めてのスパートを示しており、気分屋の国イタリアの特徴なのかもしれない。
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① ITA 6’23”83

② JPN 6’24”41

③ SUI 6’30”26

④ AUS 6’31”15

「標高 300m のアルバノ湖はまるで秋のように涼しい風が吹いている。山に囲まれているのでス
タートの方は逆風、途中は横風、ゴールでは順風と風向きが違う。ちょっと日本クルーにとって
は“不利な風”と心配された。
相手は地元イタリアを 4 コースにメルボルン大会の 2 位豪州が１コース。
スイスが 2 コースで、
日本は 3 コース。風は容赦なく吹き付け日本得意の出足を挫き、500m はイタリアが 1 分 30 秒 69
でトップに立ち、中間の 1000m でもイタリアが 3 分 08 秒 31 で先行する。しかし日本は隣のイタ
リアをぴったりマークして半艇身と離れない。豪州も水を開けずに追ってくるが、スイスはやや
遅れ気味だ。
1000m を過ぎると日本は猛然とスパートを掛けてイタリアに追い打ちをかける。ピッチ 42 にも
上げる得意の“水車スパート”で艇速はぐんぐん伸びて 1300m でイタリアの舳を押えてトップに
立った。1500m は 4 分 48 秒 08 のラップを取る。
このころ豪州とスイスは先行 2 クルーに見放されて大きく水が開き、イタリア、日本の大接戦
だ。1700m 辺りからラストスパートの応酬となり、イタリアがわずかに日本を押えてゴールに入
った。日本との差は僅かに 1m 足らず、全くの惜敗だった。共にローアウトしてぐったりとうなだ
れた。造艇術ではイタリアも優れたもので、変型オールも使用したのにこれほど日本に追い込ま
れるとは思わなかったろう。
堀内監督談：昨日・今日と練習してみたが、昨日はかなり調子が良く、いけそうな気がした。
イタリアの最後のスパートに敗れたが、クルーは良くやり実力を出し切ってくれた。このレース
の結果、我々よりもう少し強いチームが出ればオリンピックは何とかいけると思う」
（9/4：日刊スポーツ）
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エイト決勝
カナダが終始よく追ったがドイツは楽に勝った。スタート良く 500m でカナダに 0.75 秒、3 位
のチェコに 1.43 秒リード。力強いストロークでドイツはじりじりと差を拡げ、1000m では 1.45
秒カナダに先行し、さらに 1500m では 2.88 秒へと差を拡げ磐石のローイングを示して優勝した。
ドイツ・クルーはキール大学とラッツェブルガー・クラブの混成クルーで、1 年以上一緒に練
習していた。英国（オックスフォード大）同様、シャベル型のオールを使い、平均ピッチは 40～
41、ゴール近くでは 44 のハイピッチを引いていた。ドイツ・クルーの優勝タイム 5 分 57 秒 18
はロンドン・オリンピックで勝った米国クルー（カリフォルニア大）の 5 分 56 秒 07 に次ぐオリ
ンピック・エイト史上 2 番目の好タイム。
（9/4：朝日新聞）
① GER 5’57”18

② CAN 6’01”52

③ CZE 6’04”84

④ FRA 6’06”57

⑤ USA 6’08”06
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⑥ ITA 6’12”73

ドイツ･クルーが参考 ―堀内監督手記―
日本のボートのエイト代表東北大は、敗者復活戦でイタリアと文字通り死に物狂いの接戦を繰
り広げた末、惜しくもタイムで 0.6 秒、艇差にして僅かに 1m 弱負けて、6 隻でやる決勝へ進出で
きなかった。しかし大男揃いの外国クルーの中で、ここまで進出した日本の軽量クルーには、各
国の関係者から絶賛の言葉が向けられている。
レース後、健闘した東北大の堀内監督は、次のような手記を本社に寄せた。
（9/4：朝日新聞）
『エイトはドイツが優勝、カナダが二位で、この二チームには他を寄せ付けぬ力があった。こ
れに続くのはチェコ、フランス、アメリカ、イタリア、日本、ソ連。このＢクラスの実力は殆ど
差がなかった。東北大クルーは、日本で 5 分 55 秒をマークし相当な自信を持っていたが、結果は
予選で四位、敗者復活戦でイタリアに約 1m の差をつけられて二位となり、余り芳しくない成績に
終わってしまった。
敗者復活戦で日本に二艇身遅れた三位のオーストラリアは、国内予選で 5 分 54 秒、四位のス
イスは 5 分 55 秒のタイムを出しているのに、6 分を切ったことのないイタリアが一位となった。
国内での最高タイムが、必ずしもそのチームの強さを示すものではないことは、この事実からも
良く分かった。
各チームの漕ぎ方をみて、特に印象深かったのは、強いクルーでは例外なくフォワードが非常
によく伸び、しかも非常に速く水を引っ掛けていることだった。漕ぎ終わりは、一般に粗雑な感
じがした。国により艇種により漕ぎ方の外見は様々だが、この漕法のポイントを抑えたクルーは
どれもよく走っていた。
ドイツは非常に強かった。その原因として、2000m コースに対する考え方を変えていることが
上げられる。我々の見た範囲で言うなら、彼等のトレーニングは、短時間に 500m のダッシュを 4・
5 回やること、インターバルで 2000m を流すことの二つに主眼を置いているように思った。その
結果、レースコースを非常なハイピッチで飛ばす様子は、ダッシュの連続ということになる。
2000m は短距離になりつつあるわけだ。陸上･水上競技でインターバル･トレーニングが行われて
いるように、日本のエイトもこのドイツ式漕法を大いに研究する必要があると思う』

強豪と戦ったボート
スポーツは精神的要素を多分に含んでいるが、今度のオリンピック大会を見て特にメンタルの
問題を痛感した。今後の選手の養成には、この点に特に重点を置かねばなるまい。ところでボー
トのエイトは個人競技と違い、8 人が助け合うことによって一つの渾然一体となる精神が出来上
がるものであるが、敗者復活戦での東北大はその意味では成功の出来だったと言っていい。私は
現在のあらゆるスポーツの練習過程で、
精神面の問題が軽視されているのではないかと言いたい。
ボートは、ロサンゼルス、ベルリン、メルボルンに次ぐ四回目の参加であるが、一流クルーに
真っ向から戦えたのは今度が初めてである。日本の漕法としては大きな間違いはないと思う。た
だ精神の問題とか漕ぎ方などについては、今回の大会の経験を活かし反省して見る必要はある。
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東北大の漕ぎ方に、プラスアルファがあるはずだ。ピックアップ･チームの問題は、その後のこと
である。
（ロサンゼルス･ベルリン両大会 ボート総監督 東俊郎日本選手団総務）

痛恨！乾燥気候と艇の変形
ローマ･オリンピックの決勝進出をかけたレー
スで、
イタリアに僅か 60cm 抜かれて決勝に出る権
利を失った原因の一つは艇にあった。ローマの夏
は極端に乾燥している。
当時のボートの底板は厚さ 3mm 程のヒノキの板
を蒸しながら曲げて張ってある。そしてその内側
には、30cm 毎に細い肋骨が入れてあった。日本で

乾燥気候によりデコボコに変形した外板

は経験しなかったことだが、底板が止めどもなく乾燥して収縮し、肋骨は突っ張るから底板には
やせ馬のようにあばらが出る。底板に吸水させようと布や新聞紙を巻いて水をかけるが焼け石に
水、外国クルーがそれを見て「3 艇身は損だ」などと話しているのを聞きながら、どうすること
も出来なかった。
あの凸凹さえなければ決勝に進み、少なくとも 6 位入賞は確保できたであろうに････。当時あ
まり公にはできなかったが、正に千載一遇の好機を失った無念と、クルーに申し訳ない気持ちは
消えることがなかった。
（1994.8.4：毎日新聞）

国際レース初体験
スタートの失敗
予選への出艇前、堀内監督から「相手の艇を見たところ、前半は我がクルーが最も速いようだ。
前半のリードを最後まで何としてでも保つように」との檄が飛んだ。しかしスタートを失敗して
最下位、いきなり他艇を追いかける立場になり、監督の予測を大きく狂わせてしまった。
スタート失敗の原因は、スタートの合図はフランス語で「エヴプレ、パルテ」
（国内の合図の
「ヨーイ、ゴー」に当たる）で行われることは聞いていたので、合図をコックスの掛け声で覚え
練習を重ねていた。しかしスタートに着け艇の方向を修正し準備を整えるが、
「ヨーイ」の合図が
掛かるまでは全てイタリア語であった。ベラベラ喋っているが何のことかサッパリ分からない。
そのうち各艇に「ヨーイは良いか？」と確認するため、コース毎に「････プレ？」と聞いてきた。
これをバウフォアでは「
“ヨーイ”が掛かっているのでは？」と準備し、ストロークフォアは「未
だだ」などと応酬している間に「パルテ！」が掛かり慌ててスタートした。1 本目が揃わずバラ
ンスを大きく崩し次の 1 本も十分に漕げない。アッという間に他の艇は視界から消えた。
全てが初めての出来事に気が動顛し、遅れを取り戻さなければということだけに気を取られ、
自分達のペースを守って漕ぐどころの話ではなかった。敗復でも同じスタートの失敗を犯し、ド
ン尻からの追い込みとなり、積み重ねてきた我々らしいローイングが出来ないままに敗退した。
イタリアの後半の強さは凄かったが、
スタートでの遅れを取り戻し僅差にまで追い上げただけに、
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「自分達のローイングが出来たならば････」と返すがえすも残念なレースであった。

我がクルーの力
我々が出場したレースは、予選および敗復の 2 回であった。14 カ国が出場した全レースの結果
から、我がクルーの力はどの程度だったろうか。
予選 2 組に出場した我がクルーは 5 クルー中第 4 位。予選のタイム順位では、最高タイムはカ
ナダ：6 分 03 秒 18、次いで西ドイツ：6 分 03 秒 34、我々は 8 位でトップとの差は 8 秒であった。
敗復にまわった 11 クルーのタイム順では、我々は第 4 位。決勝に抜けた 3 クルーがいるので、予
選および敗復での全クルーのタイムから、我々の力は 7 ないし 8 位だったようだ。風速等コース
の条件は異なるが、予選 1 組で１位通過したチェコのタイムが我々のタイムに及ばなかっただけ
に、これまでのローイングが出来なかったことが悔やまれた。
決勝レースは、予選を１位で決勝に進んだ西ドイツ、カナダ、チェコが上位を占め、敗復上が
りのフランス、アメリカおよびイタリアがこれに次ぐ順位となった。特に西ドイツは、予選より
６秒近くタイムを縮め、オリンピックで６分を切ったのは敬服の至りである。
以上の結果を見ると、代表決定戦以降調子を落とし、切っ掛けを掴めないままに臨んだオリン
ピックレースにおいては、残念ながら実力通りの結果になった様である。入賞を狙うためには、
常に飽くなき向上心を湧き立たせ、相手をねじ伏せる力強いローイングが求められる。外国クル
ーの第 4 クォーターにおける爆発的なラストスパートに競り勝つには、タイムを相手にするだけ
ではなく、相手クルーを叩きのめすバトル・ローイングを身に付けて臨まなければ入賞など覚束
かないと思う。

レベルダウンの反省点
ローマにおける生活環境や練習環境の変化が、クルーのレベルアップに向けて困難な課題を抱
えていたことは否めないことである。しかし現地での問題も然ることながら、代表を決定してか
らローマへ向けて発つまでの 90 日間の練習を振り返ってみる必要がある。
春３月、学期末試験の終了を待って開始した東京合宿の 65 日間で驚異的な進歩を遂げ、６分
を切ること数度、他の追随を許すことなく圧倒的な勝利を収めたクルーだった。しかし代表決定
後色々な雑用が生じたとはいえ、この間にさらなるレベルアップが何故出来なかったのか？

新たな目標の欠如

4 月 30 日に 5 分 55 秒台を２度達成した時点で、代表決定戦では 100％負けることはないとの
確信を得た。さらに６分を切ることにも自信を得て、
「いつでも切れる」との思いが膨らんでいっ
た。この時点で、さらに「次は 5 分 50 秒」など一段高めた新たな目標を設定し、７月末までの
２ケ月間東京に腰を据えてしっかりと漕ぎ込んで行ったならば、どこまで行けただろうか？
このクルーは若く、代表戦を制したのは新漕法に取り組んで僅か 2 ヶ月の段階で、完全習熟の域
には到達しておらず、伸び代はまだまだあった筈である。
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授業は前期出られないことになるので、卒業は半年伸びることになるだろうが、オリンピック大
会での挑戦に賭けてみることも意義あることだったろう。
人間は誰でも、これまでの目標を達成し、次に向けた新たな目標を作り出さないとチャレンジ
精神が衰え、気持ちの上でも中弛みが生じてしまうものである。堀内監督が指導された「６分を
切る漕法」に取り組み、６分を切ることに意識の集中を図りエネルギーを爆発させた、あの２ヶ
月間の充実した練習の迫力は、どこへ行ってしまったのだろうか？

クルーのレベル(調子)確認の不徹底
代表決定戦の前１ヶ月間は、漕艇協会による記録会を初めとして、５回のタイムトライアルを
行なってクルーの調子を確認して来た。しかし、代表に決定してからローマへ出発するまでの３
ヶ月の間に、戸田に出かけてタイムトライアルを行うことは一度もなかった。
塩竈から東京に出て来た６月の時点でタイムトライアルを行い、クルーの現状を確認していれ
ば、調子を取り戻すための練習スケジュールを立て、別の道を辿る可能性もあったろう。特に、

6 月 8 日からの東京合宿では、両サイドの漕力均衡を図るためサイドチェンジを実施したことで
もあり、その効果を測定しつつじっくり観察する必要があった様だ。

バウサイドストローク効果の未確認
サイド負けを直して１艇身(約 3 秒)でも速くしようとの考えから、バウサイドストローク
に変更した。これまでのストロークスリーは、3 人の 3 年生による暗黙の役割分担が機能してい
たが、新しいシート順では 6 番に 2 年生が入ったことから、微妙なリズムの変化が生じた。従っ
てこの新たな状況に習熟し、艇速の向上を図るためには、集中的な練習が必要であった。
しかし渡航準備等の各種の雑用が入るなど、思うような練習時間が取れなかったため、バウサイ
ドストロークに変えた効果を確認し、予定した効果を生かすことが出来なかった。このような事
情があるにせよ、サイドチェンジの効果を求めて、Plan‐Do‐See（計画し、実行し、評価・反省
するプロセスを繰り返し実施すること）が十分働かなかったことが悔やまれる。
どうしても意図したタイムの向上が見られない場合には、元のシート順に戻すこともあり得た
のかもしれない。
しかし何と言っても一番の問題は、これから世界を相手に戦おうとするこのクルーが、実感し
た筈の 5 分 55 秒の艇速を再現できず、期待されるレベルまで回復出来なかったことである。

練習量の不足
１秒でも速くしようという意図と、練習の断続および練習量の不足による調子の低下という実
態、この矛盾が堀内監督を悩ませていたのではないだろうか。
驚異的な短時日で超ロングレンジ漕法に習熟し、その強みを遺憾なく発揮しえたのは、徹底し
た漕ぎ込みによる反復練習が、この若いクルーを支えていたのかもしれない。新漕法に十分に習
熟する過程で二度も６分を切ったため、安堵感とともに「いつでも切れる」との感が湧き、十分
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な習熟と体感インプットを阻害したことは考えられる。このクルーにとって、練習量の低下が調
子を狂わせたと言えるかも知れない。

思い起こせば、実に残念な敗戦であった。
宿願であった６分を切り世界の水準に達していたクルーが、代表決定以後の伸び悩みによって出
せたはずの力を発揮できず、期待に応えることが出来なかった。ローマへ発つまでの間、予期せ
ぬ雑務により練習が制約されたことはあるものの、
「レベルダウンの反省点」はクルーによって克
服できない課題だったのだろうか。
今振り返ってみるとき、最も大きな問題は「クルーの自主性」と考えられる。堀内監督の密着
指導により飛躍的な発展を遂げたのであるが、
その間に監督への依存心が醸成されたように思う。
クルーの「自主的な思考と行動」こそ、真に強いクルーへの基本的な要件なのではなかろうか。
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